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< 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

全国でオミクロンによる感染が拡がり、今や
〝第６波〟の渦中にあります。
政府は〝まん延防止等重点措置〟を長崎県に適応
することを決定し,１月22日～2月13日まで長崎
市と佐世保市は対象区域として指定され、1月26日からは
重点措置区域を県内全域に拡大しました。
第６波ではこれまでの第４波、第5波のピークを大きく超
えており、感染者の急増に伴い、全国の医療現場に崩壊の
危機が迫っています。
医療機関では、コロナ病床確保のために、一般病床の縮

小や、急を要しない予定手術の延期が余儀なくされている
状態です。また、医療スタッフが感染したり、濃厚接触者となったりすること
で、医療現場の人手が不足し、救急患者の受け入れにも支障が生じています。
少しでもこのような状態を回避するために、引き続きマスクの装着、不要不

急の外出は避ける、普段行動を共にしていない方との会食は避ける等、ご協力
をお願いします。

変異株の名前の由来

当初、変異株はイギリス株、インド株など、最初に見つかった国の名前を使っ
て呼ばれていましたが、WHOは差別や偏見につながるとして、2021年5月
から意味を持たないギリシャ文字で表すことにしました。
見つかった順にアルファ株、ベータ株、ガンマ株・・・といった具合に名付け
ています。これまでミュー株までの12種類の変異株が見つかっていましたが、
今回はミューの次の〝ニュー〟と〝クサイ〟を飛ばしてオミクロンとなりまし
た。WHOは、〝ニュー〟は英語のニューと混同しやすく、〝クサイ〟は英語
でXiと表記し、Xiを姓にする人が多く差別や偏見に繋がるとして飛ばしたとい
われています。
変異株は次々に出てきますので、24のギリシャ文字では足りなくなる恐れが
あります。WHOはその時には星座の名前をあてる見通しだそうです。

（引用：朝日新聞EduA）

先月の1月24日に長崎地方気象台よりウメの開花が発表されました。
開花発表は平年と同じで、去年より3日早い発表です。不安な毎日が
長く続きますが、春は必ず訪れます。希望を持って、しっかり感染対
策を行って過ごしていきたいですね。

〒850-0045
長崎県長崎市宝町6番12号
TEL 095-844-1281
FAX 095-813-0303
http://www.shunkaikai.jp/inoue/

｢ 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。

コロナワクチン3回目接種について

当院でのコロナワクチンの接種は、現在計画中です。
決定次第、ホームページ等でご案内いたします。

【接 種 対 象 者】3回目コロナワクチンの接種券が届いた方
【使用するワクチン】モデルナ社製

（資料：長崎市ホームページ）

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 近藤英明 山近史郎 交代制 山近史郎 高木理博 中山史生 赤司良平
炎症性腸疾患 睡眠 循環器 新患 循環器 呼吸器内科 循環器 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 天本悠太 近藤英明 田中健之 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 呼吸器内科 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 天本悠太 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 松尾　諭 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 小山正三朗 瀬戸信二 田中尚洋 小山正三朗 大坪竜太 交代制
整形外科 循環器 外科 二次検診 整形外科 外科 乳腺外科 一般外科

15：30-17：30 (第5休診）

鹿島清隆 宮崎拓郎 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 CAPD外来 整形外科 CAPD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 吉田　光一 賀來　俊 吉嶺裕之
オンライン外来 脳神経外科 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　長崎県長崎市宝町6番12号

TEL：095-844-1281

FAX：095-849-6622

7診

8診

春回会
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手術 手術

1診
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井上病院　外来担当医師　予定表 2022年2月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


