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長崎県ナースセンター紹介

看護職員就業機関

　しまの住民の医療を確保するため、長崎県医療

人材対策室に長崎県離島・へき地医療支援セン

ターが設置されており、しまへの常勤医師派遣等

の事業を行っています。 

　しまの住民の医療を確保するため、長崎県医療

人材対策室に長崎県離島・へき地医療支援セン

ターが設置されており、しまへの常勤医師派遣等

の事業を行っています。 

　看護職員の皆様、そして｢しま｣に関心をもっていただいた学生の皆様、長崎県以外にお住ま

いの方々、まずはこの冊子を手に取っていただいたことに感謝申し上げます。

　この冊子は、長崎県のしまの医療機関や看護活動等を紹介するため、平成11年度から発行

しております。

　しまの医療においては、急性期看護から終末期看護までの幅広い看護を実践する力が求め

られます。看護職員の皆様にとりましては、しまだからこそ総合的な看護を実践で学ぶことが

でき、力を発揮していただけることと思います。

　平成27年4月に長崎県が開設した長崎県看護キャリア支援センターでは、離島就業看護職

員研修をはじめ新人看護職員研修や交流会の開催などキャリアアップの支援や、一旦看護業

務から離れた方々のための復職支援研修プログラム等を揃えております。

　さらに、県内3箇所にある長崎県ナースセンターでは専門の相談員を配置し、看護職員の就

業にかかる相談や情報提供、就業の斡旋などを行っておりますのでお気軽にご利用下さい。

　本誌により、しまで働く魅力の一端が伝わり、一人でも多くの看護職員の仲間が増えること

を祈念いたします。

長崎県福祉保健部長　沢水　清明

　　平成29年度版「しまで活躍するナースたち～おいでよ仲間が待つしまへ～」をご覧の皆

様。Uターン・Iターンして、長崎のしまで働いてみませんか？職場を探しておられる方、働いて

いるけど少しリフレッシュが必要と考えておられる方、もっと地域に密着した看護活動をした

いと思っている方等々、しまにどっぷりと浸り、自然溢れるしま暮らしを堪能しながら看護の仕

事をするのは如何ですか？

　しまに居ても看護職としてのキャリアアップは十分に図られます。長崎県看護協会（以下、

「本協会」）では、各しまの基幹病院を拠点(会場)に通信回線を利用して本協会の研修の一

部をしまに居ながら受講できるようにしていますし、しま間の研修配信も行っています。非会員

の方々も受講可能です。また、しまの医療機関でも、認定看護師や特定行為研修を目指す方々

も増えていますし、派遣する施設が増えました。

　ぜひ一度、しまのナースにチャレンジし、仕事とプライベートの充実を図られますよう心から

お願い申し上げます。

長崎県看護協会　会長　副島都志子

ご　あ　い　さ　つ
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長崎県
五島中央病院 〒853-0031 長崎県五島市吉久木町205番地

TEL.0959-72-3181  FAX.0959-72-2881

五島の地域医療に貢献し、患者様に信頼される病

院を目指します。

基本方針
①患者様にわかりやすい言葉で説明します。

②検査や治療については患者様の同意を得て実施

　するように努めます。

③医療水準の向上に努めます。

④病診連携、保健・福祉機関との連携に努めます。

目　　標

概要・特色

患者様中心の医療！安全な医療！質の高い医療！健全なる経営！

　五島中央病院は、長崎県五島列島の五島市に位置し、長崎県と五島市による長崎県病院企業団の病院です。五島の中核
総合病院として、がんなどの専門的治療の他、精神、結核などの政策医療、さらに24時間2.5次救急にも対応しています。3
次救急患者については、遠隔画像伝送システムを利用し、本土までのヘリコプター搬送にて住民の命を守っています。ま
た、電子カルテを導入し、最新の医療の提供に心がけています。
　また、平成26年1月より長崎県奈留病院が五島中央病院附属診療所奈留医療センターになりました。

［看護部の理念］
私たちは、患者様の権利を尊重し、安全で安心な医療と看護を目指し、地域医療に質の高い看護を提供します。

病床数

　一般：230床、精神：60床、結核：10床、感染症：4床、（全304床）

五島市

長崎県五島中央病院附属診療所
奈留医療センター（19床）

下五島
S H IM O G O T O

　五島市は、九州最西端に位置し、わが国
の西の玄関口“長崎港”からさらに西
100kmの海上に五島列島最南部の11の
有人島と52の無人島から構成され、古く
は遣唐使の最後の寄港地としても知られ
ています。
　大瀬崎灯台を中心に連なる高さ100m内外
の海蝕崖、鬼岳を中心とする噴石丘、玉之浦湾の溺
谷地形、高浜・頓泊海水浴場の白砂の浜辺など美しい自然景観を
有し、昭和30年に西海国立公園に指定されています。また、遣唐
使、教会、キリシタンなど多くの歴史文化遺産にも恵まれています。
　現在、長崎県と県内の市町において「長崎と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産」の世界遺産登録に向けた取り組みが進められて
います。五島市からは、奈留島の江上集落、久賀島の集落が含まれ
ており、五島市のすばらしい歴史文化遺産を未来へ受け継いでい
くため、今後、登録に向けて、世界遺産としての価値の証明や文化
財と周辺の景観の保全管理など、行っています。
　平成29年9月現在の人口は37,810人です。
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長崎県
長崎市

佐世保市

五島市

五島列島

博多港～福江港：
長崎港～福江港：

約9時間30分（フェリー）
約1時間25分（高速船）
約3時間30分（フェリー）

福岡～五島福江：
長崎～五島福江：

約40分
約30分

島 の 概 況

下 五 島 へ の アクセス

五島の夏の恒例イベント。島外
参加者が3000人超の大会。

夕やけマラソン

水泳＋自転車＋マラソン計226
㎞のタフなトライアスロン。

バラモンキング

博多港

福江島
長崎港

福岡空港

長崎空港

病院の理念

長崎県病院企業団

長崎県五島中央病院

長崎県富江病院

ごとうちゅうおうびょういん
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訪問看護
ステーション 〒853-0041 五島市籠淵町2360番地1

TEL.0959-74-3078  FAX.0959-74-3018

主な提供内容

　病状の観察、褥瘡の予防と処置、食事や排泄の介助、カテーテル類の管理、服薬管理等。また、リハビリテーショ
ンの必要な方や認知症の方の看護、ターミナルケア、保健福祉サービスなどの活用支援等、医師や病院看護師、ケ
アマネージャー、保健師など関係者との連携を図り、24時間体制でご相談に応じサポートいたします。

　訪問看護ステーション福江は、公益社団法人長崎県看護協会が平成9年に開設しました。
　平成12年介護保険開始時より居宅介護支援事業所を併設し、看護師、保健師、理学療法
士、介護支援専門員、事務員で事業にあたっています。
　私たちは、「手のぬくもりが伝わるあたたかい看護」をモットーに、利用者様とそのご家族
の「笑顔と満足」の為に専門的な知識と技術を持って訪問看護を提供し、療養生活をサポー
トしていきます。
　平成20年7月には「利用者様により身近に」と福江島の真ん中に山内出張所を設け地域
に密着した活動を努力しています。
　平成27年４月より、新事務所へ移転しスタッフ一同仕事に励んでいます！

訪問看護では、自宅にあるものを
活用してケアを行います。ペットボ
トルやビニール袋を使用し洗髪中
～

小離島への訪問は通常定期船で
渡りますが、緊急時は船の海上タ
クシーも利用します。

月1回PTとの合同カンファレンス、
週1回のカンファレンスにて事例検
討や勉強会・研修報告など行いス
キルアップを図っています。今年7
月は長崎から講師の先生を招いて

「ワークライフバランス」について
の研修を開催しました。

訪問看護活動の他には産学官によ
る研究事業への協力、県内外の医
学生、看護学生、JICA（ジャイカ）研
修生の受け入れも行っています。
JICAは、毎回様々な国から研修生
が来ますが、フィジーでは、訪問看
護開設に繋がりました！！

私たちのステーションでは、産前産
後・育児休暇や夏季休暇制度など
もあり、働きやすい職場を目指して
います。今日も笑顔で利用者さま
のために～♪

福江島周囲には小離島の有人島
が11島あり、現在まで3島への訪
問も実施しました。その中には在
宅看取りもありました。

PTによるROM（可動域訓練）の風景。看護師もPTによる助言をもとに、
それぞれの利用者さまにあったリハビリテーションを実施しています！！

公益社団法人長崎県看護協会

　当院でクリニカルラダーの活用によって主に教育委員が主体となり看護スタッフと
管理者がお互いに能力段階を確認しながら、個々の知識・技術の向上に努めています。
院内研修では、平成28年４月から学研ナーシングサポート研修システムを活用してい
ます。

　当院では、バラモンキングや夕焼けマラソン、つ
ばきマラソンなどへ救護スタッフとして参加してい
ます。

研　修

ボランティア

　年に一度、各科・病棟がチームを結成し、バレー
ボール大会を開催し、職員間の親睦を深めておりま
す。１１月には一般市民向けの健康まつり、１２月に
は入院患者様向けのクリスマス会を開催し、とても
好評でした。

交流イベント

【加入保険制度】　地方職員共済組合保険　　　　
【休日・休暇制度】　週休２日制、年次休暇、病気休暇
　　　　　　　　特別休暇（結婚休暇・産前産後休暇・夏季休暇・リフレッシュ休暇など）
【そ　　の　　他】　医療技術就学資金貸与、自己啓発支援あり

　平成２８年度～自己啓発支援休暇を活用し今年救急看護の認定看護師が誕生しました。現在、摂食嚥下障害、皮膚排
泄ケア、救急看護の３人の認定看護師、１名の診療看護師が一緒に働いています。

福利厚生

小園　愛子（在職年数２年）
　Ｕターン・就職して２年目になりました。それまでは大阪・東京で働いており、都会生活を満喫して
いたため帰省することは全く検討していませんでした。
　私がＵターンを決めたきっかけは、伯父がなくなったことでした。離れて暮らす家族・親戚の死に目
に間に合わなかったことを目の当りにし、大変ショックを受けました。それと同時になぜ看護師になっ
たのか？という初心に返るきっかけにもなりました。私が看護師をめざした理由は「お世話になった人
たちの助けになりたい」という思いでした。地元を離れ都会で看護師をしていくことに違和感を覚
え、五島で働くことを決意しました。実際働いてみて、中核総合病院ということもあり、看護師個々に
必要とされる技術・知識はとても多く、これまでの自分の看護を振り返る良い機会となっています。ま
た、学会参加など最新情報を得る機会も与えて頂き、自己研鑚の機会にも恵まれています。
　久しぶりの島暮らしに不安を抱いていましたが、旧友との再会、大自然に囲まれての生活はとても
新鮮で案外楽しく過ごしています。
　これからも都会で培った経験をもとに、常に学び、お世話になった地域のみなさまに最良の医療を
提供できるよう精進していきたいです。

先輩ナースから一言

 平成２７年度より、長崎大学病院との協定によるアイランドナース事業がスタートしまし
た。事業も３年目となり、今年度は、２名のナースが各病棟へ配属されております。うち、
１名は初年度に来ていただいた方で、五島中央病院に今回で２回目となっています。慣
れない地でのお仕事、ご不便をおかけするかと思いますが、宜しくお願いします。

アイランド
ナース

福 江
ふくえ
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内科（透析４床）・外科・整形外科・眼科・リハビリテーション科・放射線科診療科

研修会

職場体験

新人Nsより

55床病床数

三交替制勤務体制 看護体制

〒853-0205 五島市富江町狩立499
TEL.0959-86-2131  

病院概要

　富江病院は病気の治療はもちろんのこと、島内の各病
院・各施設との連携をはかり地域の皆様に、密接に寄り添う
病院を目指しています。

　毎月1回五島中央病院より皮膚排泄ケア認定看護師に
当院へ来ていただき、褥瘡やストーマのケア・予防について
相談したり、患者様の皮膚トラブルに直接指導していただ
いています。

　BLSの研修では地域の消防士の方にも参加して頂き、消
防士・看護師の連携に役立っています。

長崎県病院企業団

長崎県富江病院
とみえびょういん

特定一般病棟入院料２（１５対１）看護配置加算　看護補助加算１

看護職員 ２６名 看護助手 ８名

平成２９年３月６日より、電子カルテシステムが導入されました 院内研修にて知識及び技術の向上に努めています

未来の医師・看護師たち希望あふれる子供たちです

富江病院 富江地区最西端に沈む夕日

バラモンキングでのボランティア協力：メディカルスタッフとして

五島富士（鬼岳）臨みながらのアオサ（青海苔）採り

褥瘡予防
研修会

アットホームな雰囲気の
職場で一緒に楽しく働
きましょう。美味しい海
産物、きれいな海、優し
い島の人達に囲まれて
楽しい時間が過ごせる
はずです。

地域の皆さんやスタッ
フの皆さんのあたた
かい人柄と、病室から
見えるきれいな海が
魅力的です。

私たちと一緒に富江病院で働いてみませんか～

待っちょっよ～！！待っちょっよ～！！
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〒853-0005 長崎県五島市末広町１番地９
TEL.０９５９-７２-２４３６  FAX.０９５９-７２-８８３５

医療法人社団　厚善会

郡家病院
ぐんげびょういん

病院概要

下五島市の中心である商店街の中に位置
老人保健施設末広荘併設

診療科目 外科・整形外科・内科・消化器外科・肛門外科

病 床 数 ５０床 看護単位 外来部門・病棟部門

勤務体制 二交替制 看護体制 一般病棟入院基本料
15対１

看護職員 常勤２３名　パート３名

看護部の理念と目標

病棟部門

「地域住民の健康に関する援助を行い、人間としての尊厳を守り患者様と心通じ合う看護を提供します。」
１．地域住民との対話を大切にし、地域に密着した看護を提供します。
２．専門職としての自覚と責任を持ち、質の向上を目指し研鑚します。
３．快適な療養環境を整え看護サービスの向上に努めます。

　看護スタッフは、一度は島を出て島外での勤務経験を得て帰省した人が殆どで、
長期勤務者が多いことが特徴の一つです。定年退職後も、継続して勤務する人も居
ります。
　入院患者様は、高齢者がほとんどを占め入退院を繰り返す方も多く、病歴や経過、
生活環境等の把握がしやすかったりする利点を活用し看護計画や退院指導に繋げ
ています。

外来部門

　外来は、急性期の救急搬送から慢性期に至るまで様々な疾患を持つ患者様が来
院され、市内だけでなく、小離島から定期船で渡り来院する患者様も多くおいでに
なります。
　職場の健康診断も受けており、各職場の希望に沿って対応しております。
　また、小・中学校の校医を務めている事から学校の検診や予防接種にも出向きま
す。

待合室

ナースステーション

院内研修

　月に一回開催され、知識及び技術の向
上に努めています。
　島外で興味のある研修があれば出張
として参加もできます。

院内研修

地域医療に興味のある方、島で生活したいと思っている方、五島であなたの看護の力を発揮してみませんか、
一緒に働きませんか。お待ちしております。

院内会議

　褥瘡委員会・感染委員会・レセプト委員会・各職種合同会議等、毎月定期的
に行われます。

ふれあい看護体験

　市内の高校生を受け入れています。

院外活動

　毎年、島内で行われる、国際トライアスロン（バラモンキング大会）にメディカルスタッフとして参加しています。

福江港祭り

　病院の前をねぶたが通ります。歩ける患者様は玄関前で観たり、窓際に椅子を並べて観たりします。
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〒853-3101 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷字新港1000番地
TEL.0959-44-1010

長崎県病院企業団

有川医療センター
長崎県上五島病院附属診療所

〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷２２５５
TEL.0959-42-0320

　上五島病院や医療センターから家が
遠く、交通の便が悪い、高齢の方は近
くの僻地診療所へ通われています。当
センターでは、平成２２年度より島内３
地区の僻地診療所へ出張診療を行って
います。

患者様の身になって優しい思いやりのある看護を提供します
地域との連携を密に看護活動を通して地域に貢献します

　当センターは、主に奈良尾地区　若松地区の住民の方を中心
に医療の提供を行っています。訪問看護では地域の高齢者や障
害者の方々が一日でも長く在宅生活が継続できるように、病院と
の連携を基盤に訪問看護を提供することを目的としています。

診療科目 内科・外科・整形外科・
小児科・リハビリテーション科

看護単位 外来部門・透析部門

看護職員 15名

診療科目 内科・外科・整形外科・小児科・眼科・
リハビリテーション科・訪問看護

看護職員 5名

病院概要

看護部基本理念

思いやりの心で地域医療の確立を図り
皆が「健康になる町」を目指します。

看護部基本理念

長崎県病院企業団

上五島病院・附属奈良尾医療センター・附属有川医療センター

有川医療センターです！
いつでも地域の皆様の
おそばにいますよ！

奈良尾医療センター
長崎県上五島病院附属診療所

外来スタッフ

これは土井の浦教会

やっぱり家はよかよ
ありがとうね～

訪問先にいくまでの
道は、ちょっとした
ドライブ気分です。

職員会
合同です！

仕事を離れて
みんなで
楽しみます！！

町内の駅伝大会へ参加しました

病院全体の新人歓迎会！ 3施設合同の院内研修旅行

　　　　　　　　　IN沖縄

かんぱ～い！
今日は盛りあがって
いこう！

やっぱり
美ら海水族館
きれいよね～

沖縄の
パワースポットで
パワーを充電！
しすぎた？

日頃の練習の
成果を発揮して
下さい！fight!

お肉は
やけたかな～？

ありかわいりょうせんたー

ならおいりょうせんたー
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健康保険課

　保健師として働き始めて１年がたち
ました。母子手帳発行から妊娠中、
産後の赤ちゃん訪問、健診、園訪問
など継続した関わりができることが
魅力的で、充実した毎日を送ること
ができています。住民の方と顔の見
える関係で、気軽に話しかけてもら
えるような保健師になりたいと思い
ます。

社会福祉法人　青山会
介護老人保健施設

グリーンヒル
かみごとう

〒857-4511 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1
TEL.0959-43-6767

社会福祉法人　清和会養護老人ホーム

朝海荘
あさみそう

〒853-3101 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷805-1
TEL.0959-44-0270  FAX.0959-44-0861

施設概要

一緒に働いてみませんか！

～ 行政の場で働く看護職 ～

　グリーンヒルかみごとうは、平成 10 年に介護老人保健施設として
開設し、現在は介護老人保健施設：80 床、短期入所生活介護施設：
38 床、特定入居者生活介護施設：20 床と通所リハビリテーション
事業所、居宅介護支援事業所があります。
　介護老人保健施設は、要介護 1～ 5 の方が入所可能で、施設医
師が主治医となり健康管理を行い、看護師・介護師・リハビリスタッフ・栄養士・
介護支援専門員・生活相談員の他職種が関わって、入所者の方の有する能力
に合わせて日常生活の支援を行っています。在宅復帰を目指し日々取り組んで
います。また吸引が必要な利用者様へは施設看護師が対応できています。
　短期入所介護施設（ショートステイ）は、ご家族の介護休暇・急な用事・
施設入所待ち等で利用が行われています。
　特定入居者生活介護は全室が個室対応で、自宅と同じように生活できてお
ります。特定施設では要介護者を対象とした介護型ではなく、混合型となって
おり要支援 1～要介護 5 までの方の入居が可能です。実態は比較的介護度の
軽い方が入居されております。カラオケ・陶芸教室・書道教室・調理実習など、
余暇活動も楽しまれています。作品は提示されたり、プレゼントしたりと楽し
み方もいろいろです。
　持病を持っている方もいますが、病院とはちがった活動もおこなわれ職員も
参加できています。

施設概要

　朝海荘は、平成 21 年に開設し、高齢者に健全で安らかな生活を送ってい
ただく施設として運営されてきました。当法人の理念は「真心」「安心」「信頼」
をモットーに、明るく家庭的で開かれた施設づくりを目指しています。

私が朝海荘に就職して2年が過ぎました。
以前、病院での勤務・経験したことが現在の仕事に生かされています。今、
その経験をフルに活用し、施設の看護師として多職種のスタッフと共に、
ご利用者に寄り添う看護を目指して今日も精一杯頑張っています！

介護老人保健施設

つくしの里 〒８５３-３３２１ 長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷４３７－１
TEL.０９５９-５３-０００７

施設概要

　介護老人保健施設つくしの里は、平成 11 年 11 月 1
日にオープンしました。早いもので17 年経過しましたが、
穏やかで美しい自然に囲まれた環境の中で、職員は秀峯
会の「ご利用者様のしあわせ」の理念を一番に追求しな
がら日常の仕事に携わっています。
　昨今、看護職員不足に悩まされていますが、是非一緒に働きたいと思われる方、大歓迎です。

新上五島町役場 〒８５７-４４０４ 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５８５－１
TEL.０９５９-５３-１１１１

　新上五島町には保健師が、こども課・健康保険課・福祉長寿課の３課に配属されています。
　私たちは町の保健師、若手３人組です。医療機関をはじめ、いろいろな施設、関係者と連携をはかりながら地
域住民の支援にがんばっています。

社会福祉法人　秀峯会

こども課

　保健師として入職し 3 年目になり
ます。保健師の活動の場は地域から
職場と幅広く、住民の方々とふれあ
い、時には協力しながら、住民の方
のもっている力を感じる日々です。こ
れからも住民の方々との関わりを大
事にし、成長していけたらと思ってい
ます。

福祉長寿課

　4 月から町の保健師として働き始めま
した。保健師は活き活きと暮らす地域
住民と触れ合うことができ、新上五島
町のパワフルな住民に背中を押してもら
いながら自分らしく活動できる魅力があ
ると感じています。これからは誰からも
顔を覚えてもらえる身近な信頼のおける
保健師に成長していきたいと思っていま
す。

今日のご気分は
いかがですか？
顔色はいいよう
ですね。

入所者の方に
寄り添いながら
看護しています。

いい顔して
ください！　
きこえますか？　

今日はなにを
しましょうか？

体調はいかが
ですか？
リハビリは
終わりましたか？
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対 馬
T S U SH IMA

　対馬は南北約82Km、東西18Kmの細長い島で、国内では3番目に大きな島です。
北は朝鮮半島に面し、韓国まではわずか45Kmと近く、晴れた日には韓国を望むことも
できます。海岸は入江が複雑に入り組んだリアス式海岸です。
　古代から大陸との交流・交易があり、島には多くの史跡や古文書が残されています。
また、希少動植物が多く生息し、ツシマヤマネコ、ヒトツバタゴは有名です。

厳原町

峰町

上県町

美津島町

上対馬町

豊玉町

対馬に　来て　見て　感じて！　　　
　そして新しい自分を発見して！
対馬に　来て　見て　感じて！　　　
　そして新しい自分を発見して！

長崎県対馬病院

長崎県上対馬病院

島の概況

　対馬市の人口は、31,545人（H29年5月末現在）
です。人口の減少と高齢化は続いていますが、島に
すむ人々が安心して暮らせるよう、対馬病院・上対
馬病院の医療機関の連携はもとより、保健・医療・福
祉が協力し合っています。

島の状況

つしま彩光園

いづはら診療所

○

○

○

○○

○

ジェットフォイル

対 馬

長崎市五島列島

長崎県

高速船

比田勝港

厳原港 空路（対馬～福岡）
壱 岐

空
路（

対
馬

～
長

崎
）

長崎空港

博多港
福岡空港

対馬空港

韓 国 釜山

博多港～厳原港：
博多港～厳原港：
博多港～比田勝港：

4時間30分（フェリー）
約2時間15分(壱岐経由・高速ジェットフォイル)
　5時間50分（フェリー）

福岡空港～対馬空港：
長崎空港～対馬空港：

約30分
約35分

対馬へのアクセス

市の木　ひとつばたご 市の花　ゲンカイツツジ

市の鳥　コウライキジ ニホンミツバチのはちみつ（左）と蜂洞（右）

パワースポット？

日本蜜蜂100%の
国産天然はちみつは
とっても貴重！

自然を満喫！
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〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里338番地1 
TEL.0920-52-9054 

社会福祉法人あすか福祉会あすか
訪問看護ステーション

〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里338番地1 
TEL.0920-52-9051 FAX.0920-52-9053

介護老人保健施設つしま彩光園介護老人保健施設

つしま彩光園
さいこうえん

スタッフ

　ご家庭を訪問して、療養上のお世話や診療の補助を行います。

　介護保険と医療保険であらゆる在宅療養者を支援します。24 時間、救急対応します。

医師1名、看護師12名、介護職員20名､　理学・作業療
法士3名、管理栄養士1名等

平成9年5月　開設

入所療養介護

　介護老人保健施設は、医療的管理の下での介護やリハビ
リテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話等
のサービスを提供することで、入所者の方々の能力に応じた
日常生活を営むことが出来るようにし、1 日でも早く家庭で
の生活に帰ることが出来るようにお手伝いいたします。

看護師コメント看護師コメント
　看護が大好きな人には、訪問看護は天職だと思いま
す。希望があれば、おにぎりだって握ります。その方に合
わせて、支援をさせていただきます。一緒にご利用者さ
んの近くで、働きましょう!!

〇療養上のお世話　〇病状の観察　〇褥瘡予防、処置　〇認知症ケア　〇医療機器管理
〇医師の指示による医療処置　〇家族への介護支援、相談　〇ターミナルケア　〇介護予防

定員80名（ショート含む）

短期入所療養介護

　介護者の休養や冠婚葬祭などで一時的に、自宅での介護
ができない時に、短期間の入所（ショートステイ）がご利用
いただけます。

ショートステイ

つしま彩光園では、医療
的管理の下での介護や
リハビリ、その他必要な
医療と日常生活上のお
世話等のサービスを提
供することで、入所者の
方々の能力に応じた日常
生活を営むことができる
ようにし、1日も早く家庭
での生活に戻れるように
お手伝いいたします。

〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里303番地1 
TEL.0920-52-9011

対馬市

いづはら診療所

　いづはら診療所は、対馬市厳原町にある旧対馬いづはら病院
跡地の外来部分を改修し、平成２８年６月に在宅療養支援診療所
（高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活
できるよう、また身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えること
も選択することができる）として、開院しました。
　外来診療に加えて、通院困難な患者に対しては、月・水・金
の午後、医師による訪問診療を行っています。
　また、医大生の研修及び中学校の職場体験も受け入れています。
　開院して１年が過ぎたばかりの新しい施設のため、きれいで清
潔感があり、スタッフの心遣いも温かい職場となっています。

診療科目

診療所の様子

内科・整形外科・訪問診療 職員数 11名（うち看護師４名）

外来待合室

物理療法室

診察室

中庭の癒やし

広くて
きれいです☆

ウォーター
ベッドが
人気です！

健診も
やっています☆

トマトが
できました（^ ）^

看護部の目標

☆患者さんから信頼され、満足していただけるよう、安全で安心な看護を提供します。
☆患者さんやご家族の立場に立って、思いやりのある寄り添った看護を提供します。
☆地域住民の皆様に愛される診療所を目指します。
☆多職種との連携を図ることで、チームの一員として地域医療に貢献していきます。
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壱 岐
I K I

　壱岐市は福岡県と対馬の中間地点で玄海灘に面し、南北約
１７㎞、東西１５㎞、総面積１３３.９２㎢で島としては全国で２０番
目に大きい島です。自然はもちろん温泉や島特産のグルメも
満喫できます。
　交通のアクセスは佐賀県唐津東港からと福岡の博多港から
フェリーや高速船、又長崎空港から空の便もあります。壱岐市
の総人口は 27344 人（平成 29 年 6 月末現在）総世帯数は
11658 世帯（Ｈ29 年 6 月末）となっています。年々、人口
は減少し高齢化も進んでいますが、壱岐の住む方が健やかに
暮らせるように保健・医療・福祉と連携をとりながら地域を支
えています。

島 の 概 況

筒城浜
自慢のグルメ 生うに丼

猿岩

壱岐市立一支国博物館

夢の浮島・壱岐。
雄大な自然に囲まれた癒しの島で
一緒に働いてみませんか ?

夢の浮島・壱岐。
雄大な自然に囲まれた癒しの島で
一緒に働いてみませんか ?

長崎県病院企業団

〒811-5132 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６
TEL.0920-47-1131  FAX.0920-47-5607

長崎県
壱岐病院

いきびょういん

病院紹介

看護部理念

内科　消化器科　循環器科　呼吸器科　
外科　整形外科　眼科　小児科
産婦人科　耳鼻科　皮膚科　泌尿器科　
脳神経外科　放射線科　精神科
リハビリテーション科　麻酔科

稼働病床数 178床　(許可病床数　228床)
一般　120、結核６、感染4、療養48

診療科

二次救急指定病院、災害拠点病院、がん診療連携拠点病院診療機能

基本方針

278 名（看護師数 109 名、准看護師 5 名、看護補助者 24 名）　　　職員数

一般病棟 10 対 1、地域包括ケア病棟 13 対 1、療養病棟 25 対 1

◎その人らしさを尊重した、患者中心の看護・介護を提供します。
◎チーム医療を推進し、地域と連携した看護・介護を提供します。
◎自らの役割に責任を持ち、専門職として自己研鑚に努めます。
◎看護の立場で経営に参画します。

看護体制 PNS 方式

教　育 〇新人教育：プログラムに沿ってプリセプター、教育委員会を中心
　に教育を行っている。 
〇現在、クリニカルラダー（日本看護協会共通）作成中

入院基本料

初任給月額（平成２９年４月１日現在）
２０８，０００円（大卒：助産師）
２０６，６００円（大卒：看護師）　　
１９５，９００円（短三卒：看護師）
初任給は、学歴、職歴、免許歴等に応じて加算あり。（最大２０，０００円）、扶養手当、住居手
当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの支給要件
に応じて支給。（期末・勤勉手当は、４．３ヶ月分支給） 
１週３８時間４５分、１日７時間４５分 
年間２０日の年次休暇（※採用月で異なる）、夏季休暇5日、リフレッシュ休暇、病気休暇、結
婚休暇、産前休暇、産後休暇、忌引休暇等 があり。

(1) 給 与 等

 
(2) 勤務時間
(3) 休　　暇

給与、勤務条件等

患者さんの意思を尊重し、信頼と思いやりのある看護・介護を提供します。

壱岐市

佐賀県

長崎県

長崎市
五島列島

勝本町

芦辺町

石田町

郷ノ浦町
印通寺港

郷ノ浦港郷ノ浦港

ひかり
訪問看護
ステーション

382

382

壱岐市役所
芦辺支所長崎県壱岐病院

壱岐空港

唐津

長崎空港

博多

博多

芦辺港

障がい者支援施設
「希望の丘」

勝本町

芦辺港

芦辺町

石田町

印通寺港
郷ノ浦港

郷ノ浦町

壱
岐
空
港

博多 唐津港

博多

長崎空港

唐津港～印通寺港：
博多港～郷ノ浦港：

博 多 港 ～ 芦 辺 港：

約1時間40分（フェリー）
約2時間20分（フェリー）
約1時間10分（ジェットフォイル）
約2時間10分（フェリー）
約1時間5分（ジェットフォイル）

長　崎 ～ 壱　岐：約30分

壱 岐 へ の アクセス

しまで活躍するナースたち28 しまで活躍するナースたち 29

下

　五

　島

下

　五

　島

上

　五

　島

上

　五

　島

対

　
　馬

対

　
　馬

宇

　
　久

宇

　
　久

壱

　
　岐

壱

　
　岐



 私は今年度から壱岐病院に入社しました。生まれ育った壱岐の島で、小さいころからお世話に
なった方々へ看護師として恩返しし、壱岐で貢献したいという夢がありました。私が勤務して
いる急性期内科病棟は、様々な急性期疾患の患者さんが入院してこられるため、日々多くの事
を学ばせていただいています。壱岐病院は壱岐の中核病院であり、多くの疾患に対応していか
なければならないため、更に学習し知識を増やしていきたいです。また、ひとりひとりの患者さ
んに寄り添って援助を行っていきたいです。

3階急性期病棟田川 さやか

新人看護師紹介

　プリセプターは初めての経験だったので、4月の初めはプリセプターが務まるの
か不安が大きかったですが、周りのスタッフに支えられながら日々頑張っていま
す。新人さんが成長できる様フォローするのは思ったより大変ですが、ＰＮＳでペア
として患者さんと関わるなかで、私もプリセプティから学ぶことが沢山ありました。
これからも初心を忘れず、一緒に成長していきたいと思います。
　　

3階急性期病棟看護師/入職4年目住吉 ちなみ

　私は、外科系の急性期病棟に勤務して今年で2年目になります。看護師になって1番
に感じたことは、本当にやりがいのある職業であるということです。整形疾患の患者さ
んが多く、疼痛で体を動かすことができず入院時はたくさんの援助を必要とします。手
術をして日に日にQOLも上がり笑顔で「ありがとう」と言って家に帰られる姿を見ると、
看護師になって本当によかったと思います。また、患者さんの一番近くにいることができ
ます。私は患者さんの心に寄り添える看護師になりたいと思って目指してきました。しか
し、就職したばかりの時は、業務を覚えることに精一杯で全然患者さんの心の声や、家
族の思いなど考えることができませんでした。一つ一つ先輩看護師さんに指導やアドバ

イスをもらって少しずつですが、患者さんや患者さんの家族の思いを考えながら受け持ち患者さんに接することが増えて
きました。環境整備でも、ただの掃除ではなく、「情報収集」と思うようになったなど、看護師になって一年半で自分の考え
方が少しずつ変わっているのを実感しています。これからも看護師を続けていくなかで、私に足りないことは積極性であると
思っています。わからないことは先輩看護師にアドバイスをもらい、自分に厳しく業務に励んでいきたいと思っています。

２階急性期病棟/入職２年目中村 明日香

プリセプターナースの声

先輩ナースから

　私は8年のブランクがあり壱岐病院に入職して今年2年目になります。
　壱岐は人口29,377人、高齢化率は35.5％と、もうすでに3人に1人が高齢者という
現状です。超高齢社会の課題である「介護負担の増大」で、壱岐は「働きながら家族の介
護をする人」がほとんどです。
　この課題に対して、壱岐病院ではソーシャルワーカーと各病棟には退院支援看護師
が配属されています。そして、各病棟で毎朝退院カンファレンスが行われ、事前に問題
点を把握し患者さんとご家族が安心して退院できるように努めています。
　現在、私が勤務している急性期病棟でも、退院支援が必要な患者さんをいち早く把

握し、必要時には介護サービスや施設との連携を図っています。
　配属になって3カ月。私は現在、急性期の看護は初めてなので精神的にも身体的にも厳しく看護師の抱えるリスクや責任
は大きいものだと改めて感じています。しかし、患者さんが回復された時やご家族の笑顔が見られた時、急変を予測しケア
に携わる師長さんはじめ、スタッフと一緒に働けることに、すべての辛さを忘れるほどのやりがいと喜びを感じています。

３階急性期病棟/入職２年目佐藤 麻衣子

壱岐市役所 〒811-5133 長崎県壱岐市 郷ノ浦町本村触５６２
TEL.0920-48-1111

　新しい職員も加わり、しまの看護情報誌には久しぶりの登場です。平成２９年４月から健康保健課が二つに分かれ、
課の名称も新しく“健康増進課”と“保険課”となりスタートしています。それでは２つの課を紹介します。

　壱岐市地域包括支援センターです。
　保健師３名と社会福祉士、主任介護支援専門員、看護師、管理栄養士等の専門職がタッグを組んで、高齢者が安
心して暮らせる壱岐島をめざし、日々奮闘しています。
　今年４月に設置した認知症初期集中支援チームやケアプランの作成に追われる日々ですが、そんな中でも介護予防
教室に参加される高齢者の皆様の元気パワーに癒されながら、『あれもこれもより確実にひとつずつ』記録より記憶
に残る看護職でありたいと思います !!

保険課：地域包括支援センター

他職種愛塗れながら「住み慣れた壱岐
で自分らしく暮らし続ける」を目標に
日々奮闘しています。介護予防教室や
訪問や事務等々忙しいながらも楽しく
仕事をしています。（吉永）

本誌では
ニューフェイス ３年目

　健康増進課は、保健師８名（現在、１名育休中）、栄養士４名、看護師１名、歯科衛生士１名、事務１名の職員で、スタッ
フ皆で助け合いながら日々業務に励んでいます。業務内容は、主に母子保健、歯科保健、生活習慣病対策、精神保健、
感染症対策、壱岐市国民健康保険者の特定健診、特定保健指導、重症化予防事業など多岐にわたります。基本的に
は業務分担制ですが、分野によっては地区担当も入れ込みながら活動しています。市民の皆さまが健やかで心豊かな
生活が送れるよう、市民の方々や関係機関と連携を取りながら、壱岐市の健康づくりをすすめています。

健康増進課

壱岐市民の皆さんの健康
づくりのために、先輩方の
後ろ姿もみながら日々勉強
中です。訪問したり、関係
機関と連携したりと色々な
かたちで健康づくりのお手
伝いをさせてもらうお仕事
は楽しいですよ☆（山内）

まだまだ先輩方の助けを借
りてばかりですが、まずは
目の前のことから一つずつ
頑張っていきたいと思いま
す。住民の方に頼ってもら
える保健師を目指して頑張
ります！よろしくお願いし
ます。（浦川）

本誌では
ニューフェイス 5年目 本誌では

ニューフェイス 1年目
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障がい者支援施設

「希望の丘」 〒811-5462 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3 
TEL.0920-45-0051  FAX.0920-45-0059

基本理念

利用者個人の尊厳と意向を尊重し御本
人の持っている能力を十分活かし、心
身共に健やかに生活できるように支援
していきます。

施設概要

　平成 29 年 4 月1日より壱岐市ではじめて、障がい者の入所支援施設として開設しました。「笑顔のたえない家庭
的な場所」「受けたいサービスに応える支援」を目指し入所者や御家族の方が明るく、安らぎの場となる様「希望の丘」
としました。（入所 40 名＊ショートステイ受け入れ可能）

看護部の理念と基本方針

入所者の方々が安心で快適に生活できる環境作りと体調管理・予
防に努めています。

スタッフ体制

看護師・管理栄養士・サービス管理者・支援指導員・支援員・
事務職（職員数 26 名）

社会福祉法人　和光会

障がい者の方の希望と
繋がる運営を目指します
障がい者の方の希望と
繋がる運営を目指します

年間計画・教育システム

平成29年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

感染対策（インフルエンザ）
歯科検診　治療
感染対策（食中毒）
健康診断（入所者・職員）
脱水予防・対策
脱水予防・対策
感染対策準備（予防接種実施にむけて）
予防接種実施（インフルエンザ）
健康診断（入所者・夜勤職員）
歯科検診　感染予防対策
感染対策　環境整備強化
感染対策　環境整備強化

緊急時の対応（夜間）
火災訓練（消防署・地域連携）
AED操作・食中毒予防
バイタルサイン測定法
脱水対策
排泄管理・支援法に付いて
インフルエンザについて
ノロウイルスについて
消毒・手洗いについて
感染者の対応に付いて
コミュニケーション法
1年間の考察

内　　容 施設内職員研修

楽しく充実した毎日を送って頂ける
支援を心掛けています。

長崎県ナースセンターを紹介します
長崎県ナースセンターは、厚生労働大臣の許可を受けた

看護職のための無料職業紹介所（看護職のハローワーク）です。

　長崎県ナースセンターは、長崎県看護協会が県の指定を受けて
看護職の就業支援に関する事業を行っています。
　たくさんの求人情報をもとに、ご希望に沿ったお仕事探しの相談
や就職に際しての心配事や不安、職場の悩みなど看護の仕事に関
する様々な相談に、現場経験を有する看護師等の有資格者が対応
いたします。個人情報は厳守しますのでご安心ください。
　登録をされた方には、講習会のご案内やナースセンターだよりを
お届けしています。

　ナースセンターのご利用には求職登録が必要です。氏名、免許番号、連絡先、ご希望の条件等、来所・
郵送・ＦＡＸ・インターネットで登録ができます。
　就業相談後、ご希望の求人施設の見学や面接日の調整・紹介状の発行等、就職への支援を行います。
　インターネットで「eナースセンター」へ登録されますと、登録されたＩＤ・パスワードで求人票の
閲覧ができます。
　就業中の方もご利用いただけます。

ナースセンター登録とは･･･

　2015 年10月から「看護職の届出制度」が始まりました。離職した看護職が、よりスムーズに再
就職できるよう、生涯にわたる看護職のキャリア継続への支援を行っています。

届出制度による生涯支援

まずは最寄りの相談所へ来所いただくかお電話等でご相談ください。

長崎県ナースセンター
　相談や受付窓口は下記の3ヶ所になりますが、いずれかに相談されましたら、担当で情報を共有して
対応します。求人情報も同じです。

長崎県諫早市永昌町23-6
ながさき看護センター1階
TEL：0957-49-8060
FAX：0957-49-8063
メール：nagasaki@nurse-center.net
        center@nagasaki-nurse.or.jp
相談受付：月曜日～金曜日
　　　　　午前9時～午後5時

長崎県長崎市魚の町3-28
長崎赤十字会館6階
TEL：095-828-1747
FAX：095-828-1754
相談受付：火曜日～木曜日
　　　　　午前９時～午後5時
※月曜・金曜は転送電話にて
　諫早で対応

長崎県佐世保市平瀬町3-1
長崎県看護キャリア支援センター内
TEL：0956-23-8208
FAX：0956-23-8212
相談受付：月曜日～土曜日
　　　　　午前10時～
　　　　　　　午後5時30分

（本所）諫早 （支所）長崎 （支所）佐世保

ナースセンターはながさき看護
センターの1階にあります

「e ナースセンター」「とどけるん」は長崎県看護協会の
ホームページからアクセスできます。

浦川 幸司（施設長）

久原 信生（施設長補佐） 日高 浩子（看護師）

きぼうのおか
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下五島地区
平成29年8月現在
（歯科は除く）

只狩荘診療所

養護老人ホームたちばな荘医務室

特別養護老人ホームなるの里　医務室

岐宿診療所

川原診療所

特別養護老人ホームみみらくの里診療所

長崎県五島中央病院附属診療所奈留医療センター

医療法人社団　福江産婦人科医院

いけだ内科

訪問看護ステーション福江

山下訪問看護ステーション

訪問看護ステーション鐙瀬

さゆり会訪問看護ステーション

五島福寿園

リハビリセンターふくえ

末広荘

五島市地域包括支援センター

853-0211

853-0501

853-2204

853-0701

857-0702

853-0601

853-2201

853-0032

853-0032

853-0041

853-0042

853-0005

853-0066

853-0031

853-0042

853-0005

853-8501

五島市富江町黒瀬585

五島市玉之浦町荒川874-2

五島市奈留町船廻879-1

五島市岐宿町岐宿2544-4

五島市岐宿町川原577-1

五島市三井楽町濱ノ畔1046-2

五島市奈留町浦1644

五島市大荒町73-2

五島市大荒町73-2

五島市籠淵町2360-1

五島市吉田町2382-5

五島市末広町1-10

五島市大円寺町2-3

五島市吉久木町908-1

五島市吉田町2390

五島市末広町7-5

五島市福江町1-1

0959-86-2426

0959-75-8181

0959-64-4848

0959-82-0800

0959-82-0830

0959-84-3942

0959-64-2014

0959-72-6140

0959-88-9120

0959-74-3078

0959-75-0336

0959-72-7272

0959-72-2810

0959-74-2131

0959-72-3535

0959-74-5289

0959-72-6194

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

診

　療

　所

訪

　看

老

　健

包
括

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

上五島地区

長崎県病院企業団 長崎県上五島病院

新上五島町立岩瀬浦診療所

特別養護老人ホーム　福見の園診療所

新上五島町国民健康保険榎津診療所

新上五島町立仲知へき地診療所

新上五島町新魚目国民健康保険診療所

新上五島町立東神ノ浦へき地診療所

特別養護老人ホーム　芳寿荘診療所

新上五島町若松国民健康保険診療所日島出張診療所

医療法人　戸田眼科医院

新上五島町立津和崎へき地診療所

特別養護老人ホーム　つばきの里診療所

特別養護老人ホーム　つつじが丘診療所

新上五島町立崎浦地区へき地診療所

小値賀町国民健康保険診療所

新上五島町若松国民健康保険診療所

新上五島町立　太田診療所

養護老人ホーム朝海荘診療所

長崎県上五島病院附属診療所有川医療センター

特別養護老人ホーム養寿園診療所

857-4404

853-3102

853-3102

857-4512

857-4604

857-4601

853-3323

857-4413

853-2312

857-4211

857-4604

857-4511

857-4211

857-4102

857-4701

853-2301

857-4213

853-3103

857-4211

857-4701

南松浦郡新上五島町青方郷1549-11

南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷425-1

南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31-1

南松浦郡新上五島町榎津郷216

南松浦郡新上五島町津和崎郷984-1

南松浦郡新上五島町小串郷1480-1

南松浦郡新上五島町東神の浦郷145-4

南松浦郡新上五島町今里郷610

南松浦郡新上五島町日島郷94

南松浦郡新上五島町有川郷950-2

南松浦郡新上五島町津和崎郷476-1

南松浦郡新上五島町浦桑郷1008-5

南松浦郡新上五島町有川郷2369-1

南松浦郡新上五島町友住郷132-1

北松浦郡小値賀町笛吹郷1757-8

南松浦郡新上五島町若松郷287

南松浦郡新上五島町太田郷1659-1

南松浦郡新上五島町奈良尾郷805-1

南松浦郡新上五島町有川郷2255番地

北松浦郡小値賀町笛吹郷1756-2

0959-52-3000

0959-45-3054

0959-45-2700

0956-54-1368

0959-55-8333

0959-55-3161

0959-42-0325

0959-52-2501

0959-46-3235

0959-42-1000

0959-55-8471

0959-54-2411

0959-42-0705

0959-42-8228

0959-56-4111

0959-46-3315

0959-42-0980

0959-44-0270

0959-42-0320

0959-56-4141

病
院

診

　
　
　療

　
　
　所

下五島地区
平成29年8月現在
（歯科は除く）

長崎県病院企業団　長崎県五島中央病院

医療法人社団厚善会　郡家病院

お告げのマリア修道会　聖マリア病院

長崎県病院企業団　長崎県富江病院

医療法人　松本耳鼻咽喉科

医療法人　山下医院

社会医療法人健友会　五島ふれあい診療所

医療法人ダケ眼科クリニック

医療法人　雄仁会　浦クリニック

五島市国民健康保険玉之浦診療所大宝出張診療所

五島市国民健康保険玉之浦診療所

五島市伊福貴診療所本窯分院

虎島医院

五島市国民健康保険三井楽診療所

特別養護老人ホームゆうゆうの里内診療所

きじの里診療所

五島市黄島診療所

五島市国民健康保険玉之浦診療所中須出張診療所

五島市立養護老人ホーム松寿園診療所

医療法人　山内診療所

特別養護老人ホーム緑乃園内診療所

聖マリアの園診療所

五島市伊福貴診療所

五島市国民健康保険玉之浦診療所幾久山診療所

医療法人　山本皮膚科医院

医療法人　松尾整形外科

五島市国民健康保険三井楽診療所嵯峨島出張診療所

医療法人社団　沢本外科医院

宿輪医院

五島市国民健康保険玉之浦診療所荒川丹奈出張診療所

南町脳神経外科クリニック

山田医院

医療法人　井上内科小児科医院

久保循環器内科

五島市国民健康保険久賀診療所

富江診療所

五島市黄島診療所赤島分院

医療法人 みどりが丘クリニック

853-0031

853-0005

853-0052

853-0205

853-0018

853-0004

853-0014

853-0007

853-0001

853-0413

853-0411

853-2482

853-0002

853-0601

853-0411

853-0311

853-0061

853-0503

853-0052

853-0312

853-0024

853-0052

853-2481

853-0502

853-0007

853-0007

853-0611

853-0001

853-2201

853-0501

853-0017

853-0601

853-0017

853-0041

853-2171

853-0202

853-0062

853-0033

五島市吉久木町205

五島市末広町1-9

五島市松山町133-2

五島市富江町狩立499

五島市池田町2-17

五島市幸町1-3

五島市三尾野町２丁目1-29

五島市福江町15-16

五島市栄町9-16

五島市玉之浦町大宝936

五島市玉之浦町玉之浦1397-1

五島市本窯町8-1

五島市中央町2-2

五島市三井楽町濱ノ畔1046-1

五島市玉之浦町玉之浦1371-1

五島市岐宿町二本楠375

五島市黄島町174

五島市玉之浦町小川1147-1

五島市松山町196

五島市岐宿町中嶽郷1073-1

五島市野々切町2035-2

五島市松山町706-3

五島市伊福貴町376-13

五島市玉之浦町幾久山469

五島市福江町3-13

五島市福江町15-13

五島市三井楽町嵯峨島49

五島市栄町1-46

五島市奈留町浦1866-1

五島市玉之浦町荒川134-1

五島市武家屋敷1丁目7-12

五島市三井楽町濱ノ畔1253-1

五島市武家屋敷１丁目2-13

五島市吉久木町443-7

五島市久賀町245-1

五島市富江町松尾686-1

五島市赤島町446

五島市木場町570-4

0959-72-3181

0959-72-2436

0959-72-5101

0959-86-2131

0959-74-5743

0959-72-3520

0959-75-0717

0959-72-2138

0959-72-2706

0959-87-2240

0959-87-2241

0959-78-2122

0959-72-3015

0959-84-2144

0959-75-6023

0959-83-1246

0959-73-6820

0959-87-2241

0959-72-2249

0959-83-1013

0959-73-5560

0959-72-6129

0959-78-2110

0959-87-2241

0959-74-1617

0959-72-1111

0959-84-4110

0959-72-5181

0959-64-2069

0959-88-2201

0959-72-7233

0959-75-1502

0959-72-3051

0959-75-0881

0959-77-2012

0959-86-1110

0959-73-6973

0959-75-0620

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

病

　
　院

診

　
　
　
　
　療

　
　
　
　
　所

しまの看護職員の就業機関

しまで活躍するナースたち34 しまで活躍するナースたち 35



対馬地区

長崎県病院企業団 長崎県対馬病院
長崎県病院企業団 長崎県上対馬病院
一重へき地診療所
伊奈診療所
佐護診療所
今里診療所
下原出張診療所
鹿見診療所
特別養護老人ホームひとつばたご診療所
豊玉診療所
豆酘出張診療所
久和出張診療所
佐賀診療所
久根出張診療所
陸上自衛隊対馬駐とん地医務室
三根診療所
特別養護老人ホーム　わたづみ
仁田診療所
鴨居瀬診療所
水崎診療所
医療法人　すとう内科医院
対馬老人ホーム診療所
佐須奈診療所
特別養護老人ホームいづはら診療所
お船江の里診療所
梅野眼科医院対馬診療所
東島医院
今屋敷ことう診療所
養護老人ホーム丸山診療所
対馬整形外科
特別養護老人ホーム日吉の里診療所
いづはらメンタルクリニック
みつしま眼科医院
特別養護老人ホーム浅茅の丘診療所
いづはら診療所
特別養護老人ホームいづはらⅡ診療所
長崎県上対馬病院訪問看護ステーション
あすか訪問看護ステーション
つしま彩光園
結石山荘
対馬市地域包括支援センター

817-0322
817-1701
817-2242
817-1532
817-1604
817-0432
817-0242
817-1511
817-1714
817-1201
817-0154
817-0035
817-1412
817-0245
817-0005
817-1301
817-1201
817-1522
817-1107
817-1232
817-0023
817-0322
817-1602
817-0016
817-0032
817-1212
817-0021
817-0021
817-1301
817-0322
817-1602
817-0021
817-0322
817-0322
817-0016
817-0016
817-1701
817-0016
817-0016
817-1722
817-1201

対馬市美津島町雞知乙1168-7
対馬市上対馬町比田勝630
対馬市上対馬町一重514-10
対馬市上県町伊奈1279-3
対馬市上県町佐護北里914-1
対馬市美津島町今里263-3
対馬市厳原町下原82-12
対馬市上県町鹿見833
対馬市上対馬町玖須647
対馬市豊玉町仁位165-1
対馬市厳原町豆酘3111
対馬市厳原町久和364-2
対馬市峰町佐賀392
対馬市厳原町久根田舎467
対馬市厳原町桟原38
対馬市峰町三根3-70
対馬市豊玉町仁位91-3
対馬市上県町樫滝675-1
対馬市美津島町鴨居瀬182-2
対馬市豊玉町嵯峨615
対馬市厳原町田渕793
対馬市美津島町雞知甲663-12
対馬市上県町佐須奈乙1077
対馬市厳原町東里223-3
対馬市厳原町久田737-21
対馬市豊玉町大字曽800
対馬市厳原町今屋敷697
対馬市厳原町今屋敷681-1
対馬市峰町三根36
対馬市美津島町雞知乙507-2
対馬市上県町佐須奈乙1227-1
対馬市厳原町今屋敷724
対馬市美津島町雞知乙520-35
対馬市美津島町雞知甲738-10
対馬市厳原町東里303-1
対馬市厳原町東里303-1
対馬市上対馬町比田勝630
対馬市厳原町東里338-1
対馬市厳原町東里338-1
対馬市上対馬町大浦66-1
対馬市豊玉町仁位380

0920-54-7111
0920-86-4321
0920-87-0023
0920-85-0831
0920-84-5259
0920-53-2236
0920-56-0079
0920-85-0865
0920-86-3399
0920-58-8080
0920-57-0100
0920-57-0450 
0920-82-0050
0920-57-0998
0920-52-0791
0920-83-0032
0920-58-1601
0920-85-0089
0920-55-0614
0920-59-0009
0920-52-0530
0920-54-2045
0920-84-2007
0920-52-7411
0920-52-9054
0920-58-1023
0920-52-7783
0920-53-5777
0920-83-0780
0920-54-5517
0920-84-2346
0920-52-1103
0920-54-6014
0920-54-3788
0920-52-9011
0920-52-2222
0920-86-4321
0920-52-9054
0920-52-9051
0920-86-3018
0920-58-1117

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

病
院

診

　
　
　
　
　療

　
　
　
　
　所

老
健
包
括

訪
看

壱岐地区

医療法人玉水会　赤木病院

長崎県病院企業団　長崎県壱岐病院

医療法人協生会　品川病院

医療法人玄州会　光武内科循環器科病院

医療法人護州会　品川外科病院

光風・ふくしまクリニック

壱岐市立老人ホーム診療所

あしべクリニック

医療法人　久原医院

壱岐市国民健康保険湯本診療所

さの胃腸科クリニック

壱岐市国民健康保険勝本診療所

光の苑診療所

さくら耳鼻咽喉科クリニック

医療法人　協生会　品川クリニック

平山医院

江田小児科内科医院

でぐち整形外科医院

山内眼科医院

壱岐市原島診療所

特別養護老人ホーム  ハッピーヒルズ（幸せの丘）医務室

特別養護老人ホーム壱岐のこころ診療所

松嶋医院

ひかり訪問看護ステーション

訪問看護ステーション勝本

光風

壱岐

障がい者支援施設「希望の丘」

壱岐市地域包括支援センター

811-5133

811-5132

811-5132

811-5135

811-5521

811-5132

811-5545

811-5301

811-5462

811-5544

811-5313

811-5511

811-5125

811-5135

811-5545

811-5215

811-5214

811-5135

811-5132

811-5163

811-5462

811-5545

811-5462

811-5135

811-5533

811-5132

811-5545

811-5462

811-5301

壱岐市郷ノ浦町本村触111

壱岐市郷ノ浦町東触1626

壱岐市郷ノ浦町東触854-2

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

壱岐市勝本町西戸触180-1

壱岐市郷ノ浦町東触字平1006-1

壱岐市勝本町本宮南触1323-7

壱岐市芦辺町芦辺浦606-1

壱岐市芦辺町箱崎大左右触500-2

壱岐市勝本町布気触818-10

壱岐市芦辺町諸吉仲触4-1

壱岐市勝本町仲触1989

壱岐市郷ノ浦町志原西触1066

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦11

壱岐市勝本町本宮南触236

壱岐市石田町石田西触1071-1

壱岐市石田町印通寺浦302

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦53-2

壱岐市郷ノ浦町東触1310

壱岐市郷ノ浦町原島296-2

壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272-2

壱岐市勝本町本宮南触298

壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-2

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦118

壱岐市勝本町新城西触1191-1

壱岐市郷ノ浦町東触字平1006-1

壱岐市勝本町本宮南触236

壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3 

壱岐市芦辺町芦辺浦562

0920-47-0085

0920-47-1131

0920-47-0121

0920-47-0023

0920-42-0136

0920-47-5627

0920-43-0049

0920-45-4825

0920-45-2128

0920-43-0134

0920-45-0822

0920-42-0107

0920-47-1166

0920-47-3119

0920-43-0001

0920-44-5016

0920-44-5022

0920-47-1727

0920-47-1414

0920-47-0200

0920-48-4020

0920-43-0107

0920-45-2010

0920-47-5903

0920-48-3030

0920-47-5623

0920-43-0888

0920-45-0051

0920-45-1111

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

病

　
　院

訪
看

老
健

包
括

障
施

診

　
　
　
　療

　
　
　
　所

郵便番号 施　　設　　名 住　　　所 電　　話

上五島地区

特別養護老人ホームわかまつ診療所

長崎県上五島病院附属診療所　奈良尾医療センター

新上五島町立　奈摩診療所

長崎県上五島病院指定訪問看護ステーション

グリーンヒルかみごとう

つくしの里

小値賀町地域包括支援センター

新上五島町地域包括支援センター

853-2301

853-3101

857-4402

857-4404

857-4511

853-3321

857-4701

857-4495

南松浦郡新上五島町若松郷288

南松浦郡新上五島町奈良尾郷字新港1000

南松浦郡新上五島町奈摩郷25

南松浦郡新上五島町青方郷1549-11

南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1

南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷437-1

北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1

南松浦郡新上五島町青方郷1585-1

0959-46-3533

0959-44-1010

0959-52-8185

0959-52-3000

0959-43-6767

0959-53-0007

0959-56-4010

0959-53-1121

診
療
所

訪
看

老
健

包
括
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