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地域のために
より良い医療を

心をこめて
社会医療法人 長崎記念病院

平成28年度 入 社 式

これから皆さまにお会いする機会があると思います。
宜しくお願いします!!

～お知らせ～
平成28年4月からの地域連携室スタッフです。

室長： 浦瀬 妙子 （看護師）

主任： 中村 美穂子 （ＭＳＷ） 担当病棟：3階東病棟

大町 智子 （ＭＳＷ） 担当病棟：5階病棟
小川 詩織 （ＭＳＷ） 担当病棟：4階東病棟
河野 三枝 （ＭＳＷ） 担当病棟：3階西病棟

事務： 大塚 ゆかり

電 話（平日8：30～17：00・土8：30～12：15）095-871-1515（代表）
ＦＡＸ（平日8：30～17：00・土8：30～12：15）095-871-5020（連携室直通）

地域連携室に対する
ご意見・ご要望があり
ましたらいつでもご連絡
下さい。

満開の桜も葉桜となり、今年も各部署に新入社員が入り新年度がスタートしました。
地域連携室も室長が変わり、新たにスタートしたところです。よろしくお願い致します。
地域の医療・福祉の関連施設の皆さまとの連携強化をより一層深め、地域包括ケアの推進に
務めてまいりたいと思います。
5月からは病院前にデイケア施設が開設予定です。
併せて宜しくお願い致します。



4月外来診察予定表 （平日８：３０～１７：００ 土曜日８：３０～１２：１５）

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

青字はＨ２８．４～担当医変更となっています。

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土

１診 今村 由紀夫 坂本 憲穂 今村 由紀夫 今村 由紀夫 今村 由紀夫

２診 岩﨑 格 吉武 孝敏 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 木下 理恵 池田 聡司 本田 徳鷹

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

（研修医）
大学医

（研修医）
大学医 大学医

１診 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊

２診 杉山 安見児 大学医 冨増 邦夫 大学医 杉山 安見児

１診 上原 豊 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)

坂本 哲應 ｏｒ北
村

(発達）

新患 松尾 光敏 本田 琢也 朝長 哲生 松尾 光敏 朝長 哲生

水谷 明正 松尾 光敏 松尾 光敏 水谷 明正 水谷 明正

朝長 哲生 朝長 哲生 水谷 明正 川上 悠介 川上 悠介

中山 正彦 中山 正彦

健診 鶴長 泰隆 鶴長 泰隆 鶴長 泰隆 鶴長 泰隆

交代 曽山 明彦 交代 高槻 光寿 交代

肝臓 田浦 直太

新患 渡邉 航之助 森田 馨 大塚 和孝 井手 迪 大塚 和孝

旧患 大塚 和孝 井手 迪 渡邉 航之助 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 吉田 光一 松尾 孝之 出雲 剛 出雲 剛

脳神経内科 午後 白石 裕一

心臓血管外科 午前
三浦 崇(第1)

山口 敬史(第3)

整形外科 午前 交代

午後

午前

消化器科

交代

旧患

小児科

午前 交代

午後

内科

午前 交代

救急


