
第290号 2022年1月

< 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

皆様、明けましておめでとうございます。
昨年一年間もコロナウイルス感染症に明け暮れた一年でしたが、
この一年間を振り返ると様々な新しい事が導入できた年でもあり
ました。当院におきましても2020年12月に院内でコロナウイル
スによるクラスターが発生し、患者の皆様、関係の方々には多大
なご迷惑をおかけしましたが、昨年2021年一年間は職員一丸となり徹底した
感染対策を実行して参りました。具体的には全職員の毎日の健康チェック、徹
底した換気対策や手指消毒、サーモグラフィーによる入館者の体温チェック、
入院前のコロナウイルス検査などを実施し、地域の皆様方が安心して御利用頂
ける体制を 構築いたしました。どうぞ安心して受診されてください。

外来におきましては、新しい技術を取り込んだ医療の提供も行ってまいりまし
た。患者さんがスマートフォンを用いて問診や生活情報をご入力頂くだけで、
当院のスタッフがモニタリングし、これを参考にオンラインで診療や指導がで
きるようになりました。主治医と相談の上、対面診療とオンライン診療を上手

に使い分けて頂くことができます。

当院は地域の医療機関とも密接に連携し地域医療を支える役割がございます。
患者さんのお気持ちやご意見を尊重し、積極的に逆紹介（当院→近隣のかかり
つけ医）も行っておりますので、そのようなご希望がある方は遠慮なく主治医
にお尋ねください。

本院は地域の急性期医療機関として長崎医療圏の輪番病院の一翼を担っており、
できるだけ地域で発生する救急医療・急性期医療のニーズにもお応えしたいと
考えています。一方時代の流れでもある「働き方改革」により、医師を始めと
する全ての職種の業務改善を積極的に推進し働き易い環境作りに努めています。

緊急や救急の場合を除き、時間外の対応にご迷惑をお掛けす
ることもあるかとは思いますが、ご協力をお願いいたします。

今年一年、医療を通じて地域の皆様に安心をお届けするよう頑張
りたいと思います。
令和4年が皆様にとって素晴らしい一年であることを願っています。
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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

長崎県市民公開講座のお知らせ

参加無料
※事前申込制※

おしっことすいみんのお悩みありませんか？
令和4年1月30日(日)午前10：00より（WEB開催）

ご自宅で
視聴できます！

◎開会の辞：長崎大学病院泌尿器科･腎移植外科教授酒井英樹先生

10：10～10：30 おしっこの悩み
【司会】松尾良一先生 【講演】松尾朋博先生

10：30～10：50 すいみんの悩み
【司会】吉嶺裕之先生 【講演】近藤英明先生

◎閉会の辞：長崎泌尿器科医会会長松尾りょういちクリニック院長松尾良一先生

お申し込み方法
●下記メールアドレスまでメールを送信してください。

naoki_ojiro@pharm.kissei.co.jp

読み取るとメールフォームが起動します→

長崎泌尿器科医会会長松尾りょういちクリニック 院長 長崎大学病院泌尿器科･腎移植外科病院講師

社会医療法人春回会井上病院病院長 社会医療法人春回会井上病院睡眠センター部長

共催/長崎泌尿器科医会 キッセイ薬品工業株式会社

吉嶺院長新年のご挨拶

医療機関

働き方

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 1.3,5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。

井上病院　外来担当医師　予定表 2022年1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

〒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
2F

手術 手術


