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   あけましておめでとうございます 
   昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願い致します。 
   昨年暮れよりインフルエンザが多く、今でも外来では多くみられます。 
   まだまだ厳しい寒さが続きますので、体調には十分注意してください。 
 

   ２月５日(木)に予定している研修会 のお知らせです。 
   口腔ケア「おいしく・楽しくたべるために」はまだまだ席に余裕があります。 
   ぜひ参加をお願い致します。 
   FAX・電話でも結構ですので、よろしくお願い致します。お待ちしています。 
   地域連携室(直通) TEL：095-871-1515 / FAX：095-871-5020 

平成27年1月1日から 
 高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額が所得に応じて見直されます 

厚生労働省 HPより抜粋 

70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆様へ 



★外来診療受付時間 
 平日 （午前）8：30～11：30 （午後）13：15～16：30 
 土曜日    8：30～11：30 
★外来診療開始時間 
 平日 （午前）8：45～（午後）13：15～ 
 土曜日    8：45～ 
★休診 
 日曜日・祝祭日・年末年始 
※急患の方はいつでもお申し出ください。 
※月によって外来担当医の変更が生じる場合もありますので、 
 電話にてご確認ください。 

長崎記念病院 

〒851-0301 長崎市深堀町1－11－54 

 Ｔｅｌ： 095–871-1515（代表） 

 Ｆａｘ：095-871-5020 (地域連携室専用)     

  http://http://www.nmhp.or.jp/index.html  

   Eメール：renkei＠nmhp.or.jp 

H27.1月外来診察予定表 （平日８：３０～１７：００ 土曜日８：３０～１２：１５） 

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土 

内科 

午前 

１診 今村 由紀夫 吉武 孝敏 今村 由紀夫 今村 由紀夫 今村 由紀夫 

交代 
２診 岩﨑 格 坂本 憲穂 吉武 孝敏 岩﨑 格 吉武 孝敏 

３診 森川 透 森川 透 岩﨑 格 森川 透 中田 智夫 

４診 古賀 聖士 貞森 直樹 梅山 泰裕 池田 聡司 東 祥嗣 

救急 
午前 吉武 孝敏 今村 由紀夫 森川 透 吉武 孝敏 岩﨑 格 

  
午後 貞森 直樹 大学医 

大学医(他週) 
森川(第3週) 

大学医 大学医 

小児科 

午前 
１診 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊 

交代 
２診 杉山 安見児 大学医 冨増 邦夫 大学医 杉山 安見児 

午後 

１診   
上原 豊 

(ｱﾚﾙｷﾞｰ/一般) 
上原(奇数) 
大学医(偶数) 

上原 豊   

  ２診 青木 繁   
杉山 安見児 
(予防接種) 

  杉山 安見児 

３診     
里 龍晴 

(第1週神経) 
    

外科 
午前   黒島 直樹 朝長 哲生 黒島 直樹 松尾 光敏 朝長 哲生 

山之内/久芳 
乳腺・隔週 

午後   黒島 直樹 曽山 明彦 黒島 直樹 山之内 孝彰 北里 周   

消化器科 

午前 

新患 水谷 明正 朝長 哲生 塩竃 利昭 松尾 光敏 朝長 哲生 

交代 

旧患 

塩竃 利昭 松尾 光敏 塩竃 利昭   塩竃 利昭 

朝長 哲生 朝長 哲生 松尾 光敏     

水谷 明正 水谷 明正   水谷 明正 水谷 明正 

健診 
水谷 明正 水谷 明正   水谷 明正 水谷 明正 

鶴長 泰隆 鶴長 泰隆   鶴長 泰隆 鶴長 泰隆 

午後 
  黒島 直樹 増山 明彦 黒島 直樹 山之内 孝彰 北里 周 

肝臓         田浦 直太   

整形外科 午前 
新患 佐田 潔 森田 馨 大塚 和孝 井手 迪 大塚 和孝 

交代 
旧患 大塚 和孝 井手 迪 佐田 潔 森田 馨 井手 迪 

形成外科 午前   江頭 通弘 江頭通弘 江頭通弘 大学医 江頭通弘 交代 

泌尿器科 
午前 
午後 

土曜は午前 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康 
松崎 幸康 or 
酒井 英樹 

大学医(1,3週) 
松崎(他週) 

脳神経外科 午後 土曜は午前     松尾 孝之   林 健太郎 
出雲 剛or 
林 健太郎 

心臓血管外科 午前   
三浦 崇(第1) 

山口 敬史(第3)           


