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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。

日本の伝統的な秋の行事といえば「十五夜」月見団子などを
食べながら楽しむのが一般的ですが、そもそも十五夜とはど
んな日なのかご存知でしょうか。

気温の寒暖差が大きくなり、夏の疲れが残りやすい時期
ですが皆様いがかお過ごしでしょうか？今回はまもなく
開業となる新幹線の話題と十五夜についてお伝えします。

9月23日開業！ 西九州新幹線「かもめ」

新型コロナウイルスワクチン接種について

当院で実施しておりました新型コロナウイルス
ワクチン3・4回目接種につきましては、予定人
数に達しましたので、予約は終了となりました。

当院での接種をご希望されていた皆様には大変
ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしく
お願いいたします。

Information

始発列車の指定席券はわずか10秒で完売するなど9月23日の開業に向けて盛り上が
りを見せている西九州新幹線。武雄温泉・長崎間は線路延長約66kmをフル規格
（標準軌）により整備し、武雄温泉駅で博多・武雄温泉間を運行する在来線特急列
車と同じホームで乗換を行う「対面乗換方式」により運行します。
そのため現状ではリレー方式での運行となり武雄温泉での
乗り換えが必要となります。

中秋（ちゅうしゅう）の名月とは、旧暦8月15日の十五夜にお月見をするな
らわしです。起源は中国で、平安時代に「望月」という月を見る催しが浸
透し、豊かな実りの象徴としてお供えものをして感謝を捧げるようになり
ました。中国の中秋節と言えば、遠く離れた家族や親族がみな集まり、互
いに消息を讃え交流するといった、正月に匹敵する大イベントです。

秋の行事「十五夜」

1時間50分 ▸ 1時間20分

3,600円 ▸ 通常 6,060円 ▸ 早割 3600円

現在 新幹線利用時

博多～長崎間の所要時間がおよそ1時間50分から1時間20分となり、約30分短縮さ
れます。料金はネット予約を利用するとお得に購入でき、早割りを使えば現在と変
わらない料金で利用できます。新鳥栖～武雄温泉間については、これまで再三、各
メディアで報じられているとおり、地元の佐賀県が新幹線建設を求めていません。
そのため佐賀県がフル規格で合意した場合でも工事に12年かかることからフル規格
での運行はまだまだ先・・しばらくはリレー方式での運行になります。せっかく新
幹線ができるのに、長崎駅から乗って到着できるのは佐賀県西部までです。「西九
州新幹線」の現実は長崎～佐賀間のローカル新幹線に過ぎず、博多駅へは1度乗り換
え、新大阪駅へは2度乗り換え。ちょっと速くなるけれど不便にもなる、と複雑な心
境で開業日を迎える県民も多そうです。
新幹線の開業を機にさらに変化が進む長崎駅周辺ですが、益々にぎやかな街になる
ことを期待したいですね。コロナの感染状況も気になりますが、機会があればぜひ
新幹線を利用してみてはいかがでしょうか。

【出典：長崎市九州新幹線西九州ルートとは】

この祭で供えられ、食されるものは長崎でも知ら
れている「月餅(げっぺい)」という菓子。日本で
は一般的にお団子やススキをお供えし、月見を楽
しまれています。今年は9/10(土)が十五夜にあ
たり、きれいな満月が見ることができるようです。
気温も下がり過ごしやすくなる季節に、月を鑑賞
して秋の夜長を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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 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 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 吉嶺裕之 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 睡眠 15時－17時 睡眠 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 交代制
整形外科 循環器 外科 整形外科 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
オンライン外来 オンライン外来

12時-14時 12時-14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

※　すべての外来は予約制となっております。
　　　　　〒850-0045　長崎市宝町6-12

　　　　　　　 電話 　095-844-1281
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7診

8診
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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 2022年9月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


