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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
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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。

雨が多い季節になってきましたが皆様いかがお過ごしで
しょうか？今回は夏至と線状降水帯の予測について
お伝えします。

【夏至とは？】
日本を含む北半球において、一年のうちで最も昼の時間（日の出から日
の入り）が長くなる日の事をいいます。しかし1番早く日が昇って１番遅
く日が沈むというわけではありません。１年で１番日の出が早いのは夏
至の少し前。日の入りが1番遅いのは夏至の少し後です。
【風習や祭り】
〇風習については関西地方ではタコを
食べる習わしがあります。ちょうど
田植えの季節にあたり、稲穂がタコの
吸盤のように豊かな実をつけるように
豊作の祈願込められているようです。
〇祭りについては三重県の「夏至祭」や
北海道の「さっぽろキャンドルナイト」
という20時～22時までの2時間一斉に
電気を消してゆっくり夜を過ごすというイベントがあるようです。
今年の夏至は6月21日です。たまにはゆっくり過ごすのもいいかもしれ
ませんね。【出典：夏至の風習・習慣は国や地域での違いが面白いより】

【6月1日開始 線状降水帯の予測について】
(せんじょうこうすいたい)は発達した雨雲が列を
なし、同じ地域に長い時間強い雨を降らせる現象
です。
線状降水帯は予測が難しいとされ、これまでは
発生してからの情報が中心でしたが気象庁は
6月1日から新たな取り組みを始めます。

線状降水帯の発生の予測を半日前から行い、大まかな地域（例えば九州
南部）を対象に半日後に発生といった形で情報提供が行われる予定です。
気象庁は、今後さらに精度を上げ2029年度には市町村単位での予測を目
指すということです。早めの避難に繋がることが期待されています。

【出典：テレビ宮崎より】

Information

↓ホームページはこちら

当院での4回目ワクチン接種は
現在計画中です。
決定次第、ホームページ・チラシ等
でご案内いたします。

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 予約制

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

予約制 SAS再診 15時－17時 SAS再診 14時－19時 予約制 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 予約制 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
予約制 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

(新患予約制） 予約制

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 整形外科 CKD/PD 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

※当面の間　すべての外来は予約制とさせていただきます。
　　　　　〒850-0045　長崎市宝町6-12

　　　　　　　 電話 　095-844-1281
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