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｢ 医療を通じて 安心を提供する ｣

駐車場のご案内( 30台 )

最初の40分 100円
以降30分毎 100円

外来診療を受けられた、
患者様は駐車料金が無
料になります。
入院患者様・お見舞い･
ご家族の駐車は有料と
なっております。

当院では、患者様の声をお聞き
して、よりよい病院をつくるた
め、アンケートを実施しており
ます。
ご協力頂ける方は左記のQRコー
ドを読み取るか、下記URLへア
クセスしご回答ください。
https://forms.gle/t1Ab6ZuS4CnD9Xm

9A

＼患者様のお声をお聞かせください／
アンケートについて

アンケートへの
↓回答フォーム

↓

< 井上病院 理念 >

医療を通じ 地域の方へ
安心を提供すること

絶え間ない質の改善を行うこと

自分や自分の家族が受けたい
医療を行うこと

働きがいのある

明るい職場をつくること

５月といえば新茶の季節です。新茶は苦さ渋さが少なく、うまみや甘味が多く含まれてい
ます。もちろんおいしいだけではなく、お茶には様々な成分が含まれており、体に良い効能
がたくさんあることを知っていますか？ 普段の食事に取り入れ、適度に摂取しましょう。

５月になりだんだんと暑くなり、季節の変わり目
を感じる日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょ
うか。過ごしやすい季節になりましたが、県内で
は依然として新型コロナウイルスの感染拡大が続
いている状況です。

【対象者】12歳以上の3回目接種の接種券が届いた方
※12歳～15歳に方は同意書に保護者の署名と連絡先が必要です。

【ワクチン】 ファイザー製
※当院での接種日は毎週土曜日(午前のみ)です。

3回目ワクチン接種について

全国的に見ても長崎は感染者数が増加傾向にあり、
特に20歳以下の若い世代に感染が広がり、学校や施設
でのクラスターが多く発生しています。
連休などで移動する機会も増える中改めて基本的な
感染対策をしっかりと行い体調管理に努めましょう。

① 基本的な感染対策の徹底
飲み会や食事会では、大人数、大声・長時間、三密を避け、換気の徹底等をお
願いします。
② 健康チェック・検査の実施
帰省される際は、帰省前にワクチン３回目接種又は検査を受けていただくよう
お願いいたします。
③ ワクチン接種へのご協力
３回目接種は感染防止に効果があり、特に重症化を防ぐことができます。ご自
身や親しい方々を守るため、接種をお願いいたします。

出典：内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室

⇦申込フォーム
QRコード

予約受付中

お茶をのんでほっとリラックス -お茶の効能-

カテキン
血中コレステロールの低下作
用、血圧・血糖上昇抑制作用

カフェイン
眠気覚まし、利尿作用
※摂りすぎ注意

ビタミンＥ 抗酸化作用

ビタミンC 風邪予防

テアニン
お茶のうま味・甘味
リラックス効果

http://www.shunkaikai.jp/inoue/


土曜日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

東 俊太朗 井上大 山近史郎 交代制 山近史郎 高木理博 中山史生 田中健之 赤司良平
炎症性腸疾患 腎臓内科 循環器 新患 循環器 呼吸器内科 循環器 呼吸器内科 循環器

消化器一般 内科一般

高木理博 吉嶺裕之 吉嶺裕之 賀來　俊 吉嶺裕之 山下嘉郎 板垣亮里 近藤英明 近藤英明 田山達之 交代制
呼吸器内科 睡眠・呼吸・禁煙 呼吸器内科 禁煙・総合内科 呼吸器内科 呼吸・禁煙・ＳＡＳ 新患 睡眠 睡眠 睡眠・SAS SAS外来

SAS再診 15時－17時 SAS再診 14時－19時 14-19時 毎週

泉野清宏 泉野清宏 一瀬克浩 行徳　宏 冨田逸郎 泉野清宏 橋本法修 板垣亮里 泉野清宏
糖尿病 糖尿病 神経内科 呼吸器内科 神経内科 糖尿病 新患 呼吸器内科 糖尿病

内科一般 内科一般 19時まで 14時－16時

山下嘉郎 大仁田賢 柿ヶ尾佳奈 桑原愛 松本桂太郎 植原亮平 賀來　俊 柴田雅士 上之郷/瀬戸 

新患 消化器内科 消化器内科 消化器内科 外科一般 消化器内科 禁煙・総合内科 消化器内科 2.4週 上之郷
内科一般 胸部外科 15時－19時 1.3週 瀬戸

井上健一郎 高橋優二 高橋優二 東俊太朗 坂井正裕 東俊太朗 磯本恵理子 磯本恵理子 坂井正裕 加勢田富士子 大学交代制
内科一般 総合内科 総合内科 炎症性腸疾患 腎臓内科 炎症性腸疾患 糖尿病 糖尿病 腎臓内科 総合診療科 内科

田中尚洋 瀬戸信二 田浦康明 田中尚洋 森山正章 大坪竜太 交代制
整形外科 循環器 外科 整形外科 外科 乳腺外科 一般外科

(第5休診）

鹿島清隆 町野隆介 川口耕平 鹿島清隆 坂井正裕 川口耕平 坂井正裕 濱崎景子 交代制
消化器外科 外科一般 整形外科 消化器外科 CKD/PD外来 整形外科 CKD/PD外来 外科一般 消化器内科

14時－16時 14時－16時

上之郷眞木雄 東 美智子 上之郷眞木雄 東 美智子 東　美智子 橋本法修 上之郷眞木雄 東 美智子 上之郷眞木雄 交代制
脳神経外科 皮膚科 脳神経外科 皮膚科 皮膚科 総合内科 脳神経外科 皮膚科 脳神経外科 整形外科

(第5休診）

賀來　俊 賀來　俊 吉嶺裕之
オンライン外来 オンライン外来 オンライン診療

12時-14時 12時-14時 14時－17時

林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦 林田裕彦
眼科 眼科特殊検査 眼科 眼科特殊検査 眼科特殊検査 眼科 眼科 眼科特殊検査 眼科

受付10：30まで 13：30～ 第2・4土曜

※新患外来含め、すべての外来は予約制とさせていただきます。

井上病院　外来担当医師　予定表 2022年5月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1診

2診

3診

4診

5診

6診
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7診

8診

春回会
ビル3階

眼科
2階

手術 手術


