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〜病院理念〜 
博愛の精神をもって医療に携わり、地域住⺠の健康な⽣活の維持、向上に尽くします。 
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表紙の写真：早崎瀬⼾（放射線科 大槻卓矢） 



■ 新年の御挨拶 ～創立 110 周年に寄せて～ 
皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。今年が皆様にとりまして良い
年でありますよう心からお祈り申し上げます。 

昨年度を振り返ってみますと、95 歳まで産婦人科医として地域医療に、また晩年は社会福祉
事業に生涯現役で携わってまいりました医療法⼈博愛会名誉理事⻑哲翁富士子医師の逝去とい
う一大事がありました。哲翁病院には創立時から「世のため、人のため」というモットーがあり、
富士子医師はそれを実践し、身を粉にして働き、生涯 13,000 例以上のお産に立ち会いました。
医療のみならず、国が進める今の「地域包括ケアシステム」の先駆けともいえる特別養護老人ホ
ームを設立し、病院と連携しながら当院の旧理念にあります「出⽣から⽼年に⾄るまで地域住⺠
の健康な生活の維持、向上のために尽くす」を実践してまいりました。私達は富士子医師という
大きな傘を失いましたが、今後も故人の意思を受け継ぎ、地域の人々の健康を支える病院として
の役割を肝に銘じながら果たしてゆきたいと思います。 

今年は病院創立から 110 周年，節目の年です。平成 25 年に創立 100 周年の記念行事を執り行
い、あっという間に 10 年が過ぎました。この 10 年間、時の波は島原半島に少子高齢化による
急速な人口減少と超高齢化社会をもたらしました。このような社会状況の変化の中、哲翁病院は
存続しながらどのようにすれば地域の皆様のお役に立つことが出来るか、これからの 10 年間に
ついて日々思いを巡らしております。そこで出会ったのが SDGs（Sustainable Development 
Goals）「持続可能な開発目標」という言葉で、最近よく耳にし、目にします。これは地球規模で
環境問題や社会問題が深刻化すると地球は破壊され、人類の生存はもとよりビジネスを持続で
きなくなるという危機感から 2015 年国連において全会一致で採択されたものです。詳細は割愛
しますが、17 の目標とこれを達成するための 169 のターゲットが設定されています。日本では
最初に大企業のトヨタがこれに真剣に取り組むことを宣言し、今や大小を問わずあらゆる分野
に広がっております。私達もこの考え方を真剣に学び理解する努力を始めました。病院の存続が
地域貢献の大前提であることはゆうまでもありませが、国の医療政策は、病院経営にとりまして
年々厳しくなっており、あらゆる医療機関が四苦八苦の状況です。SDGs をこのような身近な問
題に落とし込み、解決と同時に永続性のある病院の将来像が描ければ理想的です。 

当院では幸い個々の職員が一丸となって知恵を出し合い問題解決をはかる機運が高まりつつ
あります。押し寄せる波をその都度乗り越えた結果が職員の「笑顔」に行き着きます。そこで「笑
顔に満ちた職場づくり」を今年度の病院目標に掲げ、職員間で議論を重ね、地域の皆様からの御
支援を仰ぎながら 110 年目の歩を進めてまいります。皆様から、「この頃哲翁病院はどの職員さ
んも笑顔がいい」とお褒の言葉がいただけるよう職員一同頑張りますので何卒よろしくお願い
申し上げます。 

院⻑ 哲翁正博 



■ 部署紹介 ～リハビリテーション科～  
 



■ 摂食嚥下支援チームの取り組み 
当院では２０２２年４月に摂食嚥下支援チームを立ち上げました。中心静脈栄養や、経

鼻栄養などを実施している患者様の経口摂取機能の回復に係る効果的な取り組みを目

指しています。長崎大学病院の玉田泰嗣先生と当院のチームメンバーが協働し週に１度

のペースで嚥下内視鏡検査や必要に応じ嚥下造影検査を行い、摂食嚥下支援を行ってい

ます。院内の摂食嚥下、口腔ケアのスキルアップのために、セミナー「摂食嚥下はじめ

の一歩」を開催しました。その後、対象者をリストアップし、週 1回 玉田先生が来院

され造影検査、内視鏡検査で嚥下機能評価を行い、摂食支援を行っています。効果的な

介入方法を指導していただき口腔内評価も含めスキルアップになり患者さんの摂食嚥

下機能の向上につながっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 写真展を開催しました 
令和 4 年 11 月 22 日～12 月 24 日の間、玉成園ロビーにて写真展が開催され、当院の写

真同好会員である、哲翁和博氏（診療部）、正木新吾氏（施設課）、鹿田佑樹氏（リハビ

リテーション科）、大槻卓矢氏（放射線科）の作品を展示させていただきました。風景、

人物、生き物、花など、それぞれの思いが詰まった写真が集まりました。足を運んでく

ださった皆様におかれましては、誠にありがとうございました。また来年もよろしくお

願いいたします。 
 

今回展示させていただいた作品は、 

次号に掲載予定です！ 

お楽しみに！ 



 

■  企画展 郷土の偉人《哲翁たまよ先生》展 
 令和 4 年 10 月２日～１０月２9 日の期間で口之津歴史民俗資料館にて開催されました企画展、

「郷土の偉人《哲翁たまよ先生》展」に足を運んできました。 

 

哲翁たまよ先生とは、哲翁病院初代院長、哲翁元邦の妹になられます。 

会場には哲翁病院の成り立ち、哲翁家の家系図や生い立ちにはじまり、たまよ先生の「名誉町民」

第１号になられたときの賞状や、「世界の女医たちー医学の先駆者たちの伝記」に取り上げられてい

るページの紹介、たまよ先生の伝記「わが歩み」の展示、町民の募金によって建てられた胸像（北

村西望作）の除幕式の写真などが紹介されていました。 

また、それらと共に当院の百年史や広報誌も紹介されていました。 

 

哲翁病院の一職員として、哲翁病院の成り立ちや創立期の人々の歴史や時代背景を知るいい機

会になりました。また先代の方々やこれまでの歴史に恥じぬよう業務に努めていきたいと思います。 

 

哲翁病院の百年史の一部を過去の広報誌第 8 号～第 15 号で紹介しております。興味のある方は

当院のホームページで広報誌のバックナンバーを閲覧できますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
胸像除幕式 

左：北村西望氏 



■ 各種ご案内・求人案内 

オンライン資格確認サービス  
2021 年 10 月 20 日より「マイナンバーカード」 

を使ったオンライン資格確認の本格運用が開始されました。 

 

※ 当院でも利用できます。 

 

どんないいことがあるの ？ 

① より良い医療が可能に！ 

本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等

と共有できる！ 

② 自身の健康管理に役立つ！ 

マイナポータルで自身の特定健診情報や 薬剤情報・医療費通知情報が 閲覧できる！ 

③ オンラインで医療費控除がより簡単に！ 

マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がよりカンタンに！ 

④ 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に！ 

限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される！ 

⑤ 健康保険証としてずっと使える！ 

就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える！ 医療保険者が変わる場合は、加入の

届出が引き続き必要です。 
 

 
 
 
 

求人のご案内  
当院では現在、下記の職種を募集しています。 

薬剤師 管理栄養士 ※ 詳細につきましては、当院のホームページ
にて確認、もしくは電話にてお問い合わせ
ください。また、ご質問については、当院ホ
ームページのお問い合わせフォームからも
可能です。 

看護師 准看護師 

看護補助者 社会福祉士 

言語聴覚士 調理員  お問い合わせ先 求人ページ 

 
 

一緒に哲翁病院で働きませんか？ 
ご応募お待ちしております！ 

 
0957-86-3226 

 
※総務課をお申し付け 

ください 
※上の２次元バーコード 

をスマートフォン等で 
読み取ってください 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

＜作り方＞ 

① ばれいしょは乱切りに切り、

水に浸した後、水気を切って

おく。 

② 玉ねぎは角切り、人参は小さ

めの乱切り、ベーコンは 1 ㎝

の短冊切りにする。 

③ 鶏ガラスープに①と②を入れ

しばらく煮た後、塩こしょう

カレー粉をいれてさらに煮込 

み、好みの味に調整します。 
 

※鶏ガラスープは、市販の顆粒状の素を使

用しても良いですし、入れなくても美味し

くいただけます。 

＜1 人分の栄養価＞ 
エネルギー  85Ｋcal 

タンパク質  2.4ｇ 

脂質     3.9ｇ 

食物繊維   1.5ｇ 

食塩相当量  0.4ｇ 

＜レシピのポイント＞ 

今回は、ばれいしょの煮物

を紹介いたします。島原半島

は、ばれいしょの栽培が盛ん

な地域ですので、地元産の野

菜で、ぜひ一度お試しくださ

い。材料を鶏がらスープとカ

レー粉、少量の塩こしょうで

煮るシンプルな料理ですが、

あさっりとして、幅広い年齢

層に喜んでいただけます。 

 

  簡単ヘルシーメニューで健やかに 

ばれいしょの 

カレー煮 

＜材料＞２人分 

ばれいしょ   80ｇ 
玉ねぎ      ４０ｇ 

人参       ２０ｇ 

ベーコン     ２０ｇ 

グリンピース   １０ｇ 

カレー粉     小さじ 1／４ 

鶏ガラスープ   160 ㏄ 

塩        ひとつまみ 

こしょう     少々 



2023.1.1～

診療科 月 火 水 木 金 土

内科・消化器内科 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博

神経内科 哲翁　直子 哲翁　直子 哲翁　直子 哲翁　直子 哲翁　直子

外科・内科

山本　正幸
（11時まで）

副島 真一郎
（12時より/月2回）

山本　正幸

副島 真一郎

山本　正幸
（11時まで）

副島 真一郎

山本　正幸

副島 真一郎

山本　正幸

副島 真一郎
副島 真一郎

内科
笹栗　俊之
（11時～）

笹栗　俊之 笹栗　俊之

産科・婦人科 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博

消化器内科 長崎大学医師 福岡大学医師 山﨑　一朋 福岡大学医師 福岡大学医師

長崎大学医師
（神経内科）
（第２水曜）

長崎大学医師
（内分泌・
代謝内科）

諫早総合医師
（循環器内科　1回/月）

（皮膚科　1回/月）

糖尿病内科 哲翁　たまき（1回/月）

内科・消化器内科 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博 哲翁　和博

外科・内科 副島 真一郎
山本　正幸

副島 真一郎

山本　正幸

副島 真一郎

山本　正幸

副島 真一郎

産科・婦人科 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博 哲翁　正博

消化器内科 長崎大学医師 福岡大学医師 福岡大学医師

長崎大学医師
（神経内科）
（第４土曜）

内科
笹栗　俊之
(14時～)

笹栗　俊之
(15時～)

笹栗　俊之
(14時～)

長崎大学医師

整形外科
長崎大学医師

（２回/月）

訪問 哲翁　直子 哲翁　直子 哲翁　直子 哲翁　直子

※日曜日と祝日は休診です。
※学会等の諸都合で変更になる場合があります。
※当院は予約制になっています。（産科・婦人科は除く）
※2016年6月から諸般の事情により産科・分娩取り扱いを休止しております。
　なお、婦人科外来、婦人科健診につきましては今まで通り行っております。

発行日：令和5年 1月20日 　広報委員会

外来担当医一覧表

午前

午後

月～金曜日　：　午前　　 9:00～12:30　（受付　11：30まで）    午後　　15:00～17:30　 （受付  17：00まで）
月～土曜日　：　午前　　 9:00～12:30　（受付　11：30まで）

哲翁病院

住所：南島原市口之津町甲１１８１番地

TEL：０９５７－８６－３２２６ ／ FAX：０９５７－８６－３２２７

※こちらの2次元バーコードを

スマートフォン等でスキャンしま

すと、当院ホームページにアクセ

スすることができます。


