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外来受付時間 初診：8：30～11：00
再診：8：15～11：00

休診日 土、日、祝日
年末年始（12月29日～1月3日）
日本赤十字社創立記念日（5月1日）

面会受付時間 平日：14：00～20：00
土日祝日：11：00～20：00

〈JR浦上駅から〉  約2分〈JR長崎駅から〉　約10分

〈JR長崎駅から〉　1番、3番系統（赤迫行き）
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三原団地、他　「茂里町」下車　約15分（バス10分＋徒歩5分）

〈JR長崎駅から〉　1番系統、2番系統、8番系統、100番系統（茂里町行き）
「ココウォーク茂里町」下車　約15分（バス10分＋徒歩5分）

病 院 案 内

https://www.nagasaki-med.jrc.or.jp/

■ 平面駐車場（正面玄関側）　47台収容
■ 立体駐車場（ブリックホール側）　285台収容



令和2年4月1日に院長に就任いたしました谷口です。
日本赤十字社長崎原爆病院は、かねて建設中であった新病院の一、二期工事がすべて終了し、
去る3月16日グランドオープンを迎えました。今後敷地内薬局や院内保育園の整備等関連する工
事が続きますが、病院機能としては完成したことになります。4月1日より休床としておりました緩
和病棟も15階に18床でオープンいたしましたが、認可の関係で4,5月の2か月間は一般病棟として
運営することになっております。新病院の概要ですが診療棟は鉄骨造で地上15階、耐震構造で
す。延べ床面積：26 .431㎡。管理棟は鉄骨造で地上4階　耐震構造、延べ床面積：4 .726㎡
(病院：3.559㎡、日赤県支部：1.166㎡）となっております。　　　　　　　　
新病院ではCT,MRIを最新の機種に入れ替えるとともに、外来治療室や無菌室の大幅な拡充に
より診療機能を強化いたしました。また、手術室も５室から７室へ拡充し、手術の増加に対応でき
るようになりました。このほど地域医療支援病院に続き地域災害拠点病院の認可も頂き、被爆者
医療とともに当院の大きな使命である急性期医療、災害救護の拠点としての立場も固まりました。
また訪問看護ステーションの運用も軌道に乗り、在宅医療における地域の先生方とのご協力
もできやすくなったと考えます。6月1日より本格的な運用を開始する緩和病棟も鋭意努力を重ね
て患者さんのニーズを満たすような病棟としていきたいと思っております。
今後とも地域に愛される病院であり続けるため、職員一同努力を惜しまない覚悟です。
皆様におかれましてもこれまで以上のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
なにとぞよろしくお願いいたします。

日本赤十字社　長崎原爆病院

院長　谷口  英樹

長崎原爆病院は1958年開設以来、
原爆被爆者への貢献を自覚し、
その健康管理と治療に日々専念しています。

■ 施設概要

所 在 地
病 床 数

敷地面積
建築面積

職 員 数

〒852-8511　長崎市茂里町3番15号
315床（一般247床・HCU6床・
地域包括ケア44床・緩和ケア18床）
9,616.97㎡
本館：26,431.43㎡
別館： 1,284㎡
附属建築物：132.18㎡
744名（令和2年4月1日現在）
医　　　　師：   80名
 （臨床研修医師17名を含む）

医療技術職員： 96名
看　護　師： 338名
事 務 職 員： 78名
技能業務職員： 111名
医療クラーク： 35名
M S W： 6名

■ 医療機関指定 （令和2年4月1日現在）
● 健康保険、国民健康保険療養取扱医療機関
● 原子爆弾被爆者医療指定病院
● 労災指定病院
● 救急告示指定病院
● 病院群輪番制病院
● 地域がん診療連携拠点病院
● 臨床研修指定病院（基幹型）
● DPC対象病院
● エイズ協力病院
● 長崎DMAT指定病院
● 原子力災害医療協力機関
● 地域医療支援病院
● 地域災害拠点病院

■ 診療科
内科（循環器、呼吸器、消化器、血液、糖尿病・代謝）、
リウマチ科、脳神経内科、緩和ケア内科、外科、
整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、
リハビリテーション科、歯科口腔外科、病理診断科

病院の基本方針
The Principles of the Hospital

赤十字の使命のもとに、地域ならびに被爆者の皆様へ
良質な医療を提供します
In accordance with the mission of the Red Cross, the hospital will provide high-quality care to 
every patient from our community as well as atomic-bomb survivors.  

1.診療の専門性を高め、高度で良質な医療を提供します
　 We must always keep refining our professional discipline in order to provide 
　 medical care of the highest quality. 

2.被爆者の健康管理と診療の充実に努めます
　We are committed to maintaining the health of the atomic-bomb survivors.

3.がん診療の拠点病院として医療の充実に努めます
　We are dedicated to providing our community the highest quality care possible as a 
　 cancer treatment center.

4.医療連携を促進し、救急医療をはじめ地域医療に取り組みます
　We provide multi-disciplinary medicine and focus on the needs of patients from 
　our community in addition to providing emergency care.

5.赤十字及び行政と連携して災害時の医療救護活動を行います
　We are in partnership with the Red Cross and the government, and provide medical 
　relief in times of disaster.

6.教育実習病院として医療従事者の育成に努めます
　Training is given for medical health care workers through our on site fellowship
　training program.

病院の理念
The Statement of the Hospital

1.個人の尊厳が尊重される権利があります
　Each patient has the right to be treated with dignity.

2.良質の医療を公平に受ける権利があります
　Each patient has the right to fair access to high-quality care.

3.診療・治療行為に関する説明を受ける権利があります
　Each patient has the right to receive explanations and treatment.

4.診療・治療行為を選択し決定する権利があります
　Each patient has the right to choose and determine tests and treatment.

5.個人情報が守られる権利があります
　Medical procedures shall be kept confidential for each patient.

6.患者さんは、診療に必要な自分自身の健康状態に関する情報を
　できるだけ正確に医療提供者に伝える責務があります
　All patients are accountable for informing the doctors and staff the 
　exact nature of their health condition in order for us to make the best 
　diagnostic judgments and provide the most appropriate treatments.

7.患者さんは、すべての患者さんが適切な医療を受けられる
　ようにするため、病院の規則を守る責務があります
　All patients are responsible to comply with the rules of the hospital in 
　order to other patients to equally receive the most appropriate medical care.

患者さんの権利と責務
Rights of Patients and Our Accountability

グランドオープンした日本赤十字社長崎原爆病院について
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■ 初診 ■ 保険証確認（再来） ■ 計算
■ 支払 ■ 再来受付機 ■ 紹介センター 
■ 患者相談・支援 ■ 守衛室（休日・時間外案内）　
■ PET・RIセンター　　　　

■ 診療案内 ■ 内科 ■ 皮膚科
■ 外来治療室 ■ 採血・採尿受付
■ 処置室/救急外来 ■ 防災センター（休日・時間外受付）

■ 診療案内
■ 耳鼻咽喉科 ■ 眼科 ■ 外科
■ 整形外科 ■ 形成外科 ■ 泌尿器科
■ 歯科・口腔外科 ■ 婦人科

■ 生理検査
■ 内視鏡センター
■ 放射線診断部

■ 手術室 　■ ＨＣＵ

■ 管理部門

■ リハビリテーション　 
■ 管理部門

■ 8～14階一般病棟フロア

■ 15階緩和ケア病棟フロア

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

14F

～

8F

15F

■ 総合案内　
■ 放射線治療部　
■ 売店
■ 赤十字ギャラリー

■ 講堂（あじさいホール）
■ 管理部門

■ 日本赤十字社
  長崎県支部

■ 健診センター
■ 管理部門

沿　革　The History of the Hospital

フロア
インフォメーション
Floor Information

昭33.5.20 長崎市片淵町1丁目13番26号に「長崎原爆病
院」として開設

 開設者、長崎市長（お年玉付郵便葉書寄附金）
 病床数81床、診療科目8科
 （内科・外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽

喉科・皮膚泌尿器科・放射線科）
昭47.4.1 院内改築により病床数
 が360床となる
昭57.11.29 移転新築工事竣工式
 （三笠宮妃殿下のご臨席を賜る）
昭62.2.10 エイズ協力病院に指定される
平10.4.1 麻酔科を増設し12科となる
平12.2.1 救急告示指定病院として認定される
平14.3.11 オーダリングシステム稼働
平14.12.9 地域がん診療連携拠点病院に指定される
平15.9.30 大韓赤十字社大邱赤十字病院と姉妹病院の

提携
平16.3.31 臨床研修病院に指定される
平18.7.1 DPC包括算定病院に指定される
平21.1.13 電子カルテ稼働
平21.3.20 長崎DMAT指定病院に指定される
平21.4.1 リウマチ科を増設し、標榜診療科13科となる
平21.11.17 長崎地域医療連携ネットワークシステム「あじさ

いネット」の情報提供病院として登録・開始
平22.4.1 「産婦人科」を「婦人科」とする
 小児科を廃止する
 神経内科を増設する
平25.5.1 周術期の口腔ケアを目的とした歯科口腔外科

開設（週3日）
平26.3.1 PET-CTを導入
平26.4.1 放射線治療科を増設
平26.10.1 地域包括ケア病棟開設（39床）に伴い病床数を

350床とする
 消化器内科、消化器外科、病理診断科を増設

し18診療科とする
平27.4.1 形成外科を増設し、19診療科とする
平30.3.31 新病院本館完成
平30.4.1 訪問看護ステーションの設置
平30.5.2 新病院新本館へ移転、開院（病床数297床）
平31.1.25 地域医療支援病院に指定される
令2.3.16 新病院建設工事竣工
令2.3.30 地域災害拠点病院に指定される
令2.4.1 15階病棟の運用開始（病床数315床）

別館

本館

（1958）

表 4 表 1 1 2

3 4 5 6 

7 8 9 10
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厚生労働省認定

PET-CT
当院には悪性腫瘍の病期診断や治療
方針の決定に非常に有用とされている
PET-CT装置が整備されています。
これは、多くの悪性腫瘍細胞が、正常の
細胞よりも多くのグルコースを取り込むとい
うことを利用して病変を検出する装置で
す。FDG（フルオロデオキシグルコース）と
いう放射性薬剤を静注して撮像すること
で、ほぼ全身を1度に検索できます。
5－6時間の絶食と約20分の静止臥床が

可能であれば検査出来るので、高齢者にも
優しい検査です。

緩和ケア
当院は2020年7月より15階にて緩和ケア病棟を開設することとなりました。緩和医療

に関しては、院内緩和ケアチームが結成13年を迎え、疼痛をはじめとする様々な体と心の
苦痛を多職種で軽減する横断的な取組みを続けてきました。緩和ケア病棟の開設に伴
い、今まで少しずつ培ってきたチーム医療を活かすこと、また生活の場として、リラックス
して過ごしていただける環境やサポート体制作りを目指すことで、心身の苦痛に少しでも
寄り添い、家庭的な雰囲気でケアを行えるように心がけていきたいと思います。写真は15
階緩和ケア病棟からの景観です。

全国のがん診療連携拠点病院に設置されている
「がんに関する相談窓口」です。がん相談支援セン
ターではがんに関する様々なご相談を幅広くお受け
しております。
また、「がん関連資料室」も併設しておりますの
でご自由にご覧いただくことができます。がん患
者さん・家族同士の「集いの場」として「ふれあい
サロン ふらみんご」を定期開催しておりますの
でお気軽にご参加ください。

放射線治療
当院では、通常の放射線治療のほか、

抗がん剤と放射線治療を組み合わせた
化学放射線療法、ピンポイントでがん病
巣を狙い撃ちする定位的放射線治療や
強度変調放射線治療（IMRT：Intensity 
Modulated Radiotherapy）など高精度放
射線治療まで実施しています。がん治療
における放射線治療の役割を果たしてい
きたいと考えています。

化学療法

がん相談支援センター
（医療社会事業課）

当院では、通院しながら治療を受ける
患者さんに、安心して治療を継続できる
よう認定看護師2名を中心に体調管理を
はじめセルフケアの指導を行い、生活の
質を維持できるようサポートさせて頂い
ています。また、医師・看護師・薬剤師・
栄養士・MSWなど各部署職員同士の連
携を図り、様々な角度から患者さんを支
援しています。

地域がん診療連携拠点病院

当院は、平成14年12月に地域が
ん診療連携拠点病院の承認を受
け、平成20年2月に指定を更新して
います。質の高いがん医療を提供す
る体制を確保すること、地域の医療
機関と緊密な連携を図ること、必要
ながん医療に関する情報提供を行
うことにより、地域全体における医
療水準の向上に努めています。

地域がん診療連携拠点病院
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地域医療連携
当院では、地域の診療所・病院の先生
方からご紹介いただきました患者さんへ
より専門的な治療や検査をおこない、患
者さんの症状が安定した後は、ご紹介い
ただきましたかかりつけの先生もしくは
その他適切な医療機関にご紹介させて
いただきます。
また、登録医制度の運用を行い、登録
医の先生方と共同で入院治療をすすめ
ていく開放型病床の設置、当院の高度医
療機器（PET-CT・MRI・CTなど）の共同利
用についても力を入れております。
さらに、地域の先生方や医療スタッフ
の皆様との顔の見える連携をめざし、
『地域連携の会』『学術講演会』を開催し
ております。

訪問看護ステーション
訪問看護とは、病気や障害を持った人が住

み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養
生活を送れるように、看護師等が生活の場へ
訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を
促し、療養生活を支援するサービスです。

救急医療の推進
当院は入院や手術の必要な救急患者
さんを積極的に受け入れます。2019年度
の実績は救急車受入件数が2,057件、救
急患者受入件数が4,862件でした。長崎
の救急告示指定病院として長崎の医療
に貢献していきます。

登録医
当院では、地域の先生方と当院が協力

のもと相互の機能を有効に活用し、医療
連携を深めることにより、地域全体とし
て患者さんにより質の高い医療を提供し
ていくことを目的として、登録医制度を設
置しております。登録医の先生方は、当院
の開放型病床の利用やホームページ、院内
掲示板、リーフレットでのご紹介、講演
会、研修会等へのご参加、図書館のイン
ターネット端末をご利用いただけます。

スタッフ 
管理者兼訪問看護師：看護師長1名
訪問看護師：看護師4名
（うち保健師1名含む）
有資格者
介護支援専門員（ケアマネジャー）1名
訪問エリア
長崎市、時津町、長与町など原則当事業所より
車で30分以内詳しくはご相談ください。

長崎県指定

地域医療支援病院
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救護訓練の様子
災害救護は赤十字の重要な活動の一
つです。当院では、災害が発生した時に
迅速に対応できるよう、救護班に任命さ
れた職員は、救護所の設営、器具の取扱
いなどを普段から学び、毎年各種訓練に
参加しています。写真は大規模災害を想
定した九州・沖縄の赤十字施設合同での
訓練の様子です。

派遣実績
2011年 東日本大震災　　　
 石巻赤十字病院へ救護班及び

こころのケア班を派遣
2016年 熊本地震
 益城町へ救護班を派遣
2018年 西日本豪雨災害
 広島へ救護班派遣
2019年 九州北部豪雨災害
 佐賀県へ救護班派遣
写真は平成28年熊本地震の救護活動の
様子です。地震発生後ただちに職員が
参集し、救護班を派遣しました。

施設機能
当院は災害時においても診療活動が
行えるように耐震構造で設計されていま
す。講堂や外来待合を利用した診療ス
ペースの確保、自家発電機による3日分
の電気の確保、停電時にも使用できる井
戸設備の整備、食料、飲料水、医薬品の3
日分程度の確保をしております。

長崎県指定

地域災害拠点病院
2011年３月東日本大震災救護活動（石巻赤十字病院）

救護訓練（大規模災害を想定した九州・沖縄の赤十字施設合同訓練）

DMAT
ＤＭＡＴとは、災害の急性期（概ね 48 
時間以内）に活動できる機動性を持っ
た、専門的な研修・訓練を受けた災害派
遣医療チームで、広域医療搬送、病院支
援、域内搬送、現場活動等を主な活動と
します。当院は平成21年３月から長崎
DMAT指定病院に指定されています。

DMAT出発報告

常備救護班訓練

熊本地震救護活動（益城町総合体育館）
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検査部門薬剤部門

診療部門

外来治療室（2階）

外来治療室では、当院に通院される外来患者さんを対象
に、がんやリウマチ疾患に対する点滴治療を行っています。患
者さんが安心、またリラックスして治療を受けることができる
よう、副作用症状への支援や環境の配慮に努めています。

内視鏡センター（4階）
内視鏡センターでは、上部消化管内視鏡（胃カメラ）、下部消化管内視

鏡（大腸カメラ）、気管支鏡といった診断を目的とする内視鏡検査をはじ
め、胃・大腸の早期癌や胆道・膵臓疾患に対する内視鏡治療を数多く行っ
ています。内視鏡は、「きつい」「苦しい」というイメージが強いですが、そう
いった不安を少しでも軽減し、できるだけ安楽に受けていただけるようなケ
アを心がけています。センター内には内視鏡後の回復室も備えており、医師
と看護職員が協力して、安全で良質な医療の提供に努めています。

リハビリテーション室（7階）

筋力トレーニングや有酸素運動を行う各種運動機器、体成
分分析装置、各種物理療法機器等、最新機器を整備し、理学
療法士17名、作業療法士7名、言語聴覚士1名、業務員1名のス
タッフが勤務しています。2017年度は1日あたり約170名、年間
の延べ患者数は、約38,500人の入院患者さんに対応しています。

手術室（5階）

入院･外来患者の手術とHCU病棟業務を看護師33名で担
当しています。新病院開院後は2室増室し7室（クリーンルーム
1室）稼働となりました。平成29年より手術室HCU一体化病棟
としての運用を開始、周手術期看護をより深めることで、患者さ
んの安全・安心につながる医療の提供に取り組んでいます。

当院では、医療技術の進歩とともに、その技術
に見合う先進の高度先端医療機器を取り入
れ、より高精度な医療を提供しています。さら
に、日々装置の品質管理を行い、安全な検査・
治療に努めています。

放射線部門

CT装置（2管球_SOMATOM Drive）

低被曝、高速撮影はもちろん、造影剤減量下の高コントラ
スト撮影、術前症例のmapping3D画像作成なども行っていま
す。2種類のエネルギーの放射線吸収値の差から、造影剤、石
灰化、結石の組成などを区別して表示することも可能です。

PET-CT（BIOGRAPH mCT Flow）

Siemens社製の最上位機種が整備されています。開口径が
大きく、閉所が苦手な方にもほとんど負担なく検査できており、
悪性腫瘍の病期診断や治療方針の決定に活用されています。

MRI装置（MAGNETOM Skyra）

2018年から3テスラの新機種に更新され、専用コイルも充実し、
特に頭部や骨軟部組織の高解像度の画像を提供できるようにな
りました。長崎市内では唯一MRIガイド下乳腺生検も可能です。

放射線治療装置（Elekta社Synergy）

2018年にMLCが従来の10㎜幅のリーフから5㎜幅のものに
更新されたことで、強度変調放射線治療（IMRT）や定位放射線
治療（SRT）などの高精度放射線治療の照射が短時間かつ精
度良く行えるようになりました。最近では前立腺癌や頭頸部腫
瘍はもちろんのこと肺癌に対してもIMRTで治療を行っています。

血管造影装置（INFX-8000F）

心臓、腹部その他の血管内治療に利用。心臓用と全身用の2種類の
専用検出器を搭載。被曝低減のための専用透視機能を備え、また、使
用中の線量分布もリアルタイムで認識可能な線量管理を行っています。

放射線科部門 実績・件数 (2014-2019)
年

Ｘ線撮影
乳房撮影
CT撮影
MRI撮影

PET-CT検査
RI検査

血管造影
心カテ

骨密度測定
放射線治療患者数

SRT
(定位)

高
精
度
放
射
線
治
療

脳
肺
肝

頭頸部
前立腺
その他

IMRT

2014 
28,619

3,057
11,891

3,212
688
474
110
311
637
305

2
8
4
1

18
0

2015 
28,909

3,142
12,141

3,207
818
456
171
327
508
297

12
10

4
5

31
3

2016 
28,787

3,000
12,434

3,127
921
479
167
270
512
334

19
8
2

12
32

4

2017 
29,303

2,914
12,023

2,974
808
425
164
284
666
301

9
6
2
5

32
3

2018 
30,257

2,800
13,246

3,004
833
468
169
283
545
140

16
4
3
1

16
0

2019 
29,228

2,757
13,116

3,072
946
511
108
334
592
291

28
7
1

12
31
20

充実の設備で安心

※2018年度は病院移転に伴い、放射線治療休止期間あり（2018/5/1～2018/9/25）
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※2018年度は病院移転に伴い、放射線治療休止期間あり（2018/5/1～2018/9/25）
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放射線治療科部待合

健診待合健診センター

講　堂 売　店

施設紹介 新別館、立体駐車場

　別館1階には放射線治療科部、売店がございます。2階にはあじさいホール（講堂）、3階は日本赤十字社長崎県支部、
4階は健診センターとなっております。平面駐車場には47台、立体駐車場には285台まで駐車可能となっております。

エントランスホール

立体駐車場
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部門紹介

　医療安全推進室は、医療安全にかかる管理体制や業務内容を明確にし、組織横断的な医療安
全活動等のより一層の強化を図るため、医療安全の推進や医療事故発生時の対応を所管する目
的のために設置しています。役割としては、以下の内容を担っています。

 医療安全推進室

　感染制御室は、院内・外の患者さんやご家族、当院で実習される様々な実習生の皆さ
ん、院内で働く全ての職員に対し、感染が予防できるように活動を行っています。
　感染制御室では、専任の医師、薬剤師、臨床検査技師と専従の看護師、事務が常に連携
を図りながら、様々な現場で活動を行います。基本指針は、対象の方々の個人の尊重を
ベースに下記としています。

感染制御室

（１）全ての場合に行う「標準予防策」と感染症の予防を主な目的とした「感染経路別
予防策」の実施

（２）部署の特殊性に応じた感染予防策の実施
（３）アウトブレイク防止等の危機管理の視点に立った感染予防・防止策の実施
（4）必要な情報の集約と病院内で情報を共有し、状況に応じた迅速な対応の実施

また、地域の医療施設等と連携し、地域での感染予防策にも寄与しています。

■ＮＳＴ（栄養サポートチーム）

■ICT（感染予防対策チーム）

■ＤＥＴ（糖尿病療養指導チーム）

■褥瘡対策チーム
　メンバーは、皮膚科医師、皮膚・排泄ケア認定看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、
各部署からの連絡員で構成されています。
　毎週金曜日に褥瘡保有者のラウンドを行っており、隔週で予防ラウンドを行っています。
　他にも、月１回の委員会、年1回の学術講演会と年度毎のトピックスに応じて褥瘡対策に
必要な勉強会を開催しています。
　また、体圧分散マットレスや栄養管理、褥瘡治療のための薬剤・被覆剤の充実に努めてい
ます。
　当院は急性期病院であり、医療関連機器圧迫創傷の予防にも力を入れています。

■緩和ケアチーム
　緩和ケアチームは、よりよい緩和医療の提供を目的として、平成19年3月に発足しました。身体
症状担当医師（緩和ケア医）、精神症状担当医師（非常勤　2回/月程度対応）、緩和ケア認定看護
師、薬剤師、栄養士、リハビリスタッフからなり、週1回の症例検討会や週2回の回診を通して、心身
の症状緩和、家族支援、退院支援・調整などを行っています。また緩和ケアに関する院内外の教育
活動や公開カンファレンス（第2金曜日開催）など、他の医療・介護施設との連携を行い、地域の緩
和ケアの質の向上を目指しています。
　緩和ケア外来は、身体症状担当医師と緩和ケア認定看護師が担当し、週2回（火曜日・木曜日の
午前）行っています。予約制で一人20分の時間を確保し、当院通院中または当院以外の初診の患
者さんへの対応も行っています。（非がん対応可）

緩和ケアチームカンファレンス

緩和ケアチーム
ロゴ

　当院の医療安全管理体制は、病院全体の医療安全を管理・指揮する「医療安全管理委員会」、医
療安全の推進や医療事故発生時の対応を所管する「医療安全推進室」、全ての職員が構成員とな
り安全な医療について検討・実践を行う「セーフティーマネジメント部会」で成り立っています。組
織横断的機能としての役割と権限を院長から与えられ、各部門・部署へ自由に立ち入りながら活
動を進めています。

■医療安全に係る指導に関すること
■医療安全に係る情報の管理に関すること
■医療安全に係る会議等に関すること
■医療安全に係る教育に関すること

■医療事故の調査に関すること
■医療事故発生時の対応に関すること
■医療安全に関する委員会等の開催に関すること
■その他、医療における安全管理に関すること

職員研修（心肺蘇生＋ＡＥＤ）

部署の取り組み（急変時シミュレーション）

手洗い講習会において

NSTチームは、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、検査技師、言語聴覚士、歯科衛生士などによ
り構成し、栄養改善に向けた活動を行っています。栄養管理が必要と思われる患者さんを把握し、
栄養状態の評価を行っています。対象者に回診を行い、患者さん、スタッフとともに栄養改善に向
けた方策を検討しています。
また、NST委員会にて、栄養管理に関するマニュアル作成、勉強会や症例検討会を定期的に
行っています。
そのほか、院内の栄養管理に関する器材の選択についての提言や摂食嚥下チーム、褥瘡委員
会などの他のチームや委員会との連携を行い、院内向けに栄養管理や啓蒙活動を定期的に行っ
ています。

　感染予防対策チーム（ICT）は、2002年に発足し、医師、看護
師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、栄養士、リハビリスタッ
フ等で構成されています。職員の研修の実施、手洗いの徹底を
はじめとした現場での感染予防策の実施・浸透のために活動
しています。

糖尿病療養指導チーム（Diabetes　Education　Team：DET）は医師・看護師・薬剤師・管理
栄養士・理学療法士・臨床検査技師の多職種で構成されており、質の高い糖尿病診療を提供する
ことを目的として活動しています。主な活動としてはクリニカルパス・マニュアルの作成や改定、イ
ンシデントの共有や対策の検討、勉強会の企画・運営、各職種の専門性を活かした個別・集団指導
などで、患者さんを継続的に支援できるようチーム医療を推進しています。また、日本糖尿病療養
指導士・長崎地域糖尿病療養指導士の資格取得や更新のための情報発信を行い、職員のスキル
アップ支援も行っています。
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　教育研修推進室は、良質で安全な医療の提供と、赤十字職員として国内外の救護救援活動に貢献できる職員の育成を図ることを目的に設置さ
れ、現在、副院長を室長とし医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、理学療法士、事務職員の10名で構成されています。
　主な業務は、病院全体の教育・研修の企画・実施・評価、各部門間の教育支援や研修調整、各種教育機関や施設からの研修受け入れ、赤十字災害救
護研修の企画・調整、職員の生涯学習支援などです。臨床研修医支援については、臨床研修管理委員会と連携して業務を行っています。また、病院
各部門と協力して地域医療従事者の方々への研修機会の提供や、未来の医療従事者育成に関わる中学生や高校生の職場体験の受け入れなどを
行っています。
　各部門でも教育理念や教育基本方針を定め、年間を通して自己研鑽や研修に励み、良質な医療の提供に取り組んでいます。

教育・研修

日本赤十字社長崎原爆病院の教育理念

全職種の連携やリフレッシュを目的に

新採用職員宿泊研修

エアテントなど災害用資機材取扱い

常備救護班要員研修

病院各部門で様々な業務を体験

中学生職場体験

看護実践能力の到達目標を段階的に設定した教育システムです。自分で目標を決め、継続的に自己を成長させていくことができます。

毎年、各部署単位で看護研究に取り組み、院内での発表後、学会発表を行います。院外講師や看護研究委員、看護師長・係長が支援
しています。

新人看護職員実地指導者研修や新任師長・係長研修、看護補助者研修、長期休暇復帰者研修など、対象を絞って必要な研修を行っています。

赤十字の救護看護師としての知識・技術を講義・実技・演習などを通して身に付け、災害発生時に迅速に活動できる看護師を育成しています。

認定看護師や病院の各チームが中心となり専門領域別の研修をシリーズで行い、専門性を高める支援を行います。

⑥救護看護師養成研修

①キャリア開発ラダー

②全体教育

③専門領域別研修

④看護研究

⑤対象別研修

看護部では教育研修体制を整備し、看護職一人ひとりのキャリアアップを応援しています。

看護職全員を対象に、医療・看護界のトピックスや臨床講義を企画し実施しています。

　日本赤十字社長崎県支部では、５月の赤十字運動月間のイベントとして「赤十
字ふれあいフェスタ」を開催しています。赤十字を多くの人に理解していただくこ
とを目的に、各種参加体験型のコーナーを設けています。
　当院は、血糖測定や健康相談等のコーナーを担当し、医師・看護師を始めとし
た各職種の職員が赤十字の普及に努めています。

血糖測定の様子

　当院は、長崎・ヒバクシャ医療国際
協力会（NASHIM）事業を通じて、在
外被爆者の渡日治療事業並びに医療
機関職員の研修受け入れ、専門医師
等の派遣事業等に積極的に取り組ん
でいます。 チェルノブイリ研修受入 韓国医師研修受入 在韓被爆者健康相談事業

■NASHIM事業

■赤十字活動

看護部門　

その他の活動

　2021年春には、病院敷地内に院内保育所が移転予定です。職員の皆様が安心
してお子さんをお預けし、勤務に専念できる職場環境を整備します。（イラスト
はイメージ図です）

■福利施設棟（２階フロア：院内保育所）

外観イメージ図

屋上園庭イメージ図

病院の理念に基づき、
対象を全人的に理解し尊重できる人格を涵養し、
安全で質の高い医療を提供できる職員を養成する。
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長崎原爆病院

交通アクセス
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長崎原爆病院
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TEL:095-847-1511（代表）
FAX:095-847-8036（代表）
　　 紹介予約専用TEL:0120-845-261
　　 紹介予約専用FAX:0120-845-262
予約受付時間　月～金曜日8：30～16：30
※緊急受診（時間外・休日含む）および緊急入院のご依頼は
　病院代表TELへお願いいたします。

■ 市内電車を利用する場合

■ 長崎バスを利用する場合

■ 長崎県営バスを利用する場合
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長崎原爆病院
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2020年7月作成

外来受付時間 初診：8：30～11：00
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休診日 土、日、祝日
年末年始（12月29日～1月3日）
日本赤十字社創立記念日（5月1日）

面会受付時間 平日：14：00～20：00
土日祝日：11：00～20：00

〈JR浦上駅から〉  約2分〈JR長崎駅から〉　約10分

〈JR長崎駅から〉　1番、3番系統（赤迫行き）
「茂里町」下車　約17分（電車10分＋徒歩7分）

〈JR長崎駅から〉女の都団地、女の都入口、西崎団地、サニータウン、
長崎商業高校、昭和町、6循環、6西山台団地、12循環、12西山台団地、
三原団地、他　「茂里町」下車　約15分（バス10分＋徒歩5分）

〈JR長崎駅から〉　1番系統、2番系統、8番系統、100番系統（茂里町行き）
「ココウォーク茂里町」下車　約15分（バス10分＋徒歩5分）

病 院 案 内

https://www.nagasaki-med.jrc.or.jp/

■ 平面駐車場（正面玄関側）　47台収容
■ 立体駐車場（ブリックホール側）　285台収容


