
昨年より新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に行動が規制され、スト
レスがかかる一年だったと思います。旅行の在り方も変化し、県を跨がない旅
行が主流となり地元に目を向ける機会が増えたのではないでしょうか。
長崎では10月29日に国内３か所目となる恐竜専門の博物館〝長崎市恐竜博物
館〟が野母崎町にオープンしました。
野母崎町では恐竜の化石が多く出土していて恐竜との関係が非常に深い地域の
ようです。
同博物館では長崎市内で発見された化石がどのように保管され、どのような研
究が行われているのかを見学できる「オ―プンラボ」も開設されているようで
す。また、コロナ対策で混雑を緩和するため、ホームページからの事前予約必
要となっています。これを機会に見学されるのもいいかもしれませんね。

【参照：広報ながさき令和３年11月号】
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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

コロナワクチンの接種が進み、全国的に感染者数
も減少傾向で長崎も９月頃から新規感染者数は減
少しています。
昨年冬季はインフルエンザと新型コロナの同時流
行が危惧されていましたが、同時流行はみられませんでした。
これは新型コロナ対策として普及した手指衛生やマスク装着、
３密の回避、国際的な人の移動制限などの感染対策がインフル
エンザの感染予防についても効果的であったからだと考えられ
ています。
では、今シーズンについてはどうでしょう。
日本感染症学会は、今年のインフルエンザは早期に始まり、昨シーズンにイン
フルエンザに罹患した人が小人数だったため社会全体の集団免疫が形成されて
いないとしてインフルエンザワクチンの積極的な接種を推奨しています。
また、ワクチン接種にはルールがあり、接種間隔に規定があり、新型コロナワ
クチンの接種後２週間は他のワクチンを接種できません。他のワクチンを接種
後２週間は新型コロナワクチンを接種できません。接種をする際はご注意くだ
さい。 【引用：糖尿病ネットワーク】
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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。

アンケートについて

＼患者様のお声をお聞かせください／
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/t1Ab6ZuS4CnD9Xm9A

https://nd-museum.jp/

事前予約はこちらから！
＼ ／

＼ ／
感染対策を忘れずにね

対象者：16歳以上
接種日：月･水･金曜日

14：00～17：00

※予約制ではありません。

料金：一般（64歳以下）￥4,400-

64歳以上 ￥2,000-
（長崎市・時津町・長与町）

持ってくる物：健康保険証

インフルエンザ予防接種のご案内

＊定期診察がある

受けること

薬剤が無く

救急外来等があ

お待たせする

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 森山正章 瀬戸信二 田中尚洋 森山正章 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
ビル3階

眼科
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手術 手術
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井上病院　外来担当医師　予定表 2021年11月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


