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泉川欣一名誉院長が
秩父宮妃記念結核予防事業功労賞を受賞されました

本賞の目的は「秩父宮妃殿下の御遺言に基づき、結核予防に大きな功績のあっ
た個人及び団体に顕彰し、結核予防の一層の推進を図ると共に、半世紀以上に
わたり結核予防会総裁を務められた妃殿下のご遺志にお応えし、その御名を永
く留めようとする」の趣旨にて設けられた賞であります。
現在、本会は秋篠宮紀子妃殿下が総裁を務められていらっしゃいます。
今年は国外、国内にて結核予防に寄与した外国人を含む医師、看護師、保健
師等数名が受賞の栄誉を授かり、医師の一人として私も功労賞を拝受し大変光
栄でありました。
授賞式は秋篠宮紀子妃殿下のご臨席のもと執り行われ、受賞者一人一人がお
言葉を頂き、妃殿下より直接に功労賞の授与がおこなわれました。
妃殿下より「長崎の先生ですね、長年に亘り、結核予防にご尽力され、ご苦
労様でした。」と、労いのお言葉を頂き、「なぜ長崎、島原半島の罹患率が高い
のか？罹患率は低下してますか？御高齢者の方に多い理由は？」等とお尋ねに
なられ、最後に「健康に十分注意され、これからも結核予防にご尽力ください」
とお言葉をかけて頂きました。

医療法人栄和会泉川病院 名誉院長 泉川 欣一

【栄和会 経営理念】悩める人を癒し、苦痛を和らげ、心を慰め、そして病気の予防を



栄 和 会 入 社 式
4月1日㈮医療法人栄和会入社式がフォンテコ

ミュニティーホールで行われ、泉川卓也理事長より
新入社員へ辞令が交付されました。
泉川卓也理事長より「皆さんは栄和会職員の新た

な仲間に加わりました。これからは全力で医療に携
わり、地域の皆さんの笑顔の為に頑張って頂きたい。
職員みんなで協力しながら患者さんのために笑顔で
一歩一歩進んでいけたらと思っております。」と激
励の言葉を述べられました。
また、新入社員を代表し看護部の石川太一郎さん

より「医療法人栄和会一員として社
会人のスタートを切ることが出来ま
した。先輩方々には慣れない仕事で
ご迷惑をおかけすることもあるかと
思いますので、ご指導よろしくお願
い致します。」と抱負を述べられ式
は終了しました。

新 任 医 師 紹 介
ヨシ ダ マサタカ

①吉田 將孝
②呼吸器内科
③長崎大学病院
④4月より赴任
しました吉田將
孝です。呼吸器

全般、特に感染症の診断・治療を専
門に診療を行っております。皆様の
お役にたてるよう、一生懸命頑張っ
てまいりますのでよろしくお願い致
します。なんでも気軽にご相談くだ
さい。祖父母の住む島原での新生活
も楽しみにしております。

トウゴウ マサアキ

①東郷 政明
②消化器内科
③諫早総合病院
④4月より赴任
しました東郷政
明と申します。

出身は長崎市内です。専門は消化器
内科で消化管、肝胆膵領域まで診療
させて頂いております。当院では消
化器内科に縛られることなく、内科
医として少しでも多くの患者さんの
お力になることが出来るように頑
張っていきますので、どうぞよろし
くお願い致します。

マエカワ アキヒロ
①前川 明洋
②腎臓内科
③佐世保市総合
病院
④1月に佐世保
市総合病院より
赴任しました腎
臓内科の前川明
洋と申します。

島原にはこれまで縁がなかったので、
毎日普賢岳と熊本まで見渡せる有明
海のある環境で新鮮な日々を送らせ
て頂いています。もともと地域医療
をしたいという思いがありましたの
で、自分にとってはベストな環境だ
と思っています。まだまだ未熟な点
が多くありますが、精いっぱい頑張
りますので、みなさまこれからどう
ぞよろしくお願いします。
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熊本地震発生 災災害害派派遣遣チチーームム出出動動��
この度の「平成28年熊本地震」で被災された皆さ
まに、心より御見舞い申し上げます。
当院の災害医療派遣チームは発生直後3時間で出

発し熊本県益城町へ入り、医療支援活動を行ってき
ました。16日未明、本震を現地で受け、二次災害に
巻き込まれながらも、無事に活動を行うことができ
ました。活動を行う中、指定された避難所には各地
から JMAT、DMATや日本赤十字病院などの医療
チームが派遣されていましたが、情報伝達されてい
ない被災者や家から離れたくない方々は自宅近くの
公園などに自主避難されており、こちらから出向いていくことが必
要でありました。当院チームはそういった被災者を中心に救助活動
や医療支援、巡回、物資の配布とできうる限りの活動を行いました。
現地の方々からもたくさんの感謝の言葉をいただき、無事に帰還す
ることができました。これも快く我々を送り出してくださったス
タッフや家族の皆さまのお
かげと感謝しております。
今後も被災地の1日も早

い復興を願い、支援活動を
行っていきたいと思ってい
ます。

災害医療派遣チーム
岩永 瑞希

平成28年2月6日㈯にエコ推進委員会
主催の地域清掃活動を行いました。
場所は地元深江町海岸周
辺で行い、寒い時期にも関
わらず約130人と多くの職
員に参加していただき、
拾ったゴミの総重量がなん
と約1200kg！！！ゴミに
関しては、可燃物から不燃
物にかけて様々で、なかには車のタイヤや三輪車等もあり
ました。活動範囲が限られている中にも大きなゴミがある
のに驚きました。
これからも我々職員一同、地元深江町を少しでも綺麗に

して少しでも地域に貢献できるようこの活動を続けていき
たいと思います。 エコ委員長：藤原 健一

循環器特別講演会
平成28年2月5日、循環器特別講演会が開催さ
れました。久留米大学病院の上野高史教授をお招
きし「ステント留置後の抗血小板療法とインター
ベンション最新情報」についてご講演頂きました。
講演には、最新のステント情報やステント留置後
の抗血小板薬の使用状況など、とても分かりやす
く大変勉強になる講演だったと思います。これか
らも患者さんにより良い医療が提供できるよう知
識・技術を高め、地域医療に貢献していきたいと
思います。

臨床工学技士：下田康一郎
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（午前）8：00～12：00（診察 9：00～12：30）
（午後）14：30～16：30（診察15：00～17：00） 泉川病院

乳がん検診を受けませんか
乳がん検診の受けやすい環境作りとして、乳がん検診（個人検診）のクーポン券の販売と、土曜・日曜乳がん
検診を行います。ぜひ、あなたとあなたの大切な人のために乳がん検診を受診していただきたいと思います。
乳がん検診
（個人検診）

クーポン券：料金3，500円（通常4，320円）
●使用可能期間：ピンクリボン月間（10月中）または受診者様の誕生月
●検査内容：マンモグラフィ＋乳腺エコー（女性技師対応）
●このクーポン券は泉川病院のみで使用可能です。

土曜・日曜
乳がん検診

●土曜日の乳がん検診を午前中のみ行います。（不定休）
●日曜乳がん検診実施日：2016年10月16日・2017年1月22日、2月26日
●利用可能な検診種類：市のがん検診（南島原市・雲仙市）・無料クーポン・個人検診
●検査項目：マンモグラフィ・乳腺エコー・視触診（マンモグラフィと乳腺エコーは女性技師が対応）

事前予約が必要です。ご不明な点はお問合せください。

▲

TEL 0957‐72‐2017（担当：検診室）

外来診療日程 平成28年4月1日～

月 火 水 木 金 土

午

前

内科1診
（呼吸器科） 吉田 泉川欣一

名誉院長 吉田 泉川欣一
名誉院長

各
医
師
の
当
番
制

内科2診
（消化器科）

古森
（循環器） 東郷 芳賀 東郷 芳賀

内科3診
（循環器科） 中田 泉川卓也

院長
古森

（循環器）
泉川卓也
院長

古森
（循環器）

内科6診
（腎臓内科） 前川 古森

（循環器）
大学医
（呼吸器） CAPD 前川

外 科 林田 久松 林田 久松 林田
皮 膚 科 山本 山本 山本 山本
整形外科 大久保 大久保 大久保 大久保
化学療法 吉田 久松 林田

午
後 一般外来 芳賀 古森

吉田
泉川欣一
名誉院長 当番制 林田

間時付受

介 護
上田 裕一

看 護
髙橋 好

看 護
石橋 成美

看 護
石川太一郎

看 護
志岐 和子

薬剤助手
森田 くみ

調理員
大島 樹里

調理員
山本 桂

調理員
荒田 海月

調理員
岩﨑 瑞希

新
人
紹
介
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第4回の市民公開講座を開催するにあたり、午前より泉川卓也院長から心臓と足の血管の病気についてか
ら始まり、臨床工学技士から心臓が止まった時の対処方法、栄養士から心臓の病気を予防する栄養教室があ
り、午後より理学療法士から心臓病の再発を予防するための心臓リハビリテーションなど、各職種から実技
講演をします。

また夕方から夜にかけて栄和会夏祭りを開催するので、皆さんの参加をお待ちしております。

市民公開講座・心リハライブ・栄和会夏祭り
平成28年7月23日㈯

※参加費無料

場所：泉川病院 外来待合ホール 9：00～12：00

「心臓病・足の血管の病気」
講師：泉川病院 循環器内科 泉川 卓也 院長

市民公開講座

第1部
9：00～

「ＡＥＤと心肺蘇生法について」
講師：泉川病院 臨床工学技士 岩永 瑞希

第2部
9：40～

「心臓を守る食習慣」
講師：高橋病院 管理栄養士 中津 智子

泉川病院 管理栄養士 水田美代子

第3部
11：00～

※事前申し込み有り、参加費無料

場所：泉川病院 2階リハビリ室 13：00～15：00

「みんなで知ろう！心臓リハビリ」
講師：泉川病院 理学療法士 藤原 健一

心臓リハビリテーション ライブ

場所
泉川病院 外来駐車場
17：00～
夜店・バザー・アトラクション
（ラムネ早飲み etc)

催しもの
（フラダンス・太鼓）

20：20～
花火打ち上げ

！催開も年今

栄和会
夏祭り
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………………………

じゃがいもは、初夏～秋と春の2
回旬の時期があります。
男爵いも（粉質）…コロッケやマッ
シュポテトに最適
メークイン（煮崩れしない）…煮
物や炒め物に最適

じゃがいもと豚ばらの煮物
1人分のエネルギー

320kcal
たんぱく質 9．3g
脂質 24．2g
塩分 1．5g
ビタミンＢ1

0．33mg

①豚ばらは5cm幅に切り、じゃがいもは
食べやすい大きさ、人参は輪切りに切る。
オクラはさっと茹でておく。
②①の豚ばらを下茹でする。
③豚ばらに火が通ったら、②・じゃがい
も・★を深い鍋に入れて落し蓋をし、30
分程煮込む。
④煮汁がとろとろになったら、器に盛り付
け完成。

じゃがいも 5個分
人参 1／4本
オクラ 5本
豚ばらブロック 200g
しょうが 親指1本分
濃口しょうゆ 50cc

★

�
�
�
�
�
�

砂糖 大さじ2
料理酒 大さじ1
水 2カップ（400cc）

いいききいいきき健健康康教教室室ののごご案案内内
5月21日㈯ 測ってみよう自分の身体（担当：看護師）

食事療法長続きの秘訣
～食生活を振り返ってみよう～（担当：管理栄養士）

6月18日㈯ 熱中症（担当：看護師）
熱中症を予防しよう（担当：管理栄養士）

8月20日㈯ メタボって何？（担当：看護師）
太るもやせるも食事が基本（担当：管理栄養士）

※詳細は毎月病院掲示板にてご案内しておりますのでご覧下さい。
※5月の教室には食事があります。参加される方は内服薬を忘れずにお持ちください。
※ご希望、ご相談がございましたら外来看護師へお尋ねください。

生活習慣病対策チーム：増田 清美

医療法人 栄和会 〒859‐1504長崎県南島原市深江町丁2405 TEL0957‐72‐2017 FAX0957‐72‐5913 http://www.izumikawa.or.jp

回4第

作り方5人分材料

豚肉は、ビタミンＢ1が豊富
で糖質の代謝を助け、疲労回
復の効果があります
豚肉を食べて熱い夏を乗り越
えましょう

参考資料：旬を味わう12カ月
2010オールガイド五訂増補食品成分表

じゃがいもは、1600年前後にオラ
ンダ船で長崎に持ち込まれ、その
船の出発地がインドネシアの古称
ジャガタラ（現在のジャカルタ）
だったことから『ジャガタライ
モ』と呼ばれ、徐々に『じゃがい
も』の呼び名に変化した。

健健康康
レレシシピピ
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