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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

対象者： 療養病棟（２階）、回復期リハビリ病棟（３階西）入院する６５歳以上の方

入院時食事代の標準負担額（居住費：1日あたり）

平成２９年９月まで 平成２９年１０月から

①医療区分Ⅰ ３２０円 ３７０円

②医療区分Ⅱ・Ⅲ
回復期リハビリ病棟

０円 ２００円

③指定難病の方 ０円 ０円

☆平成２９年１０月より療養【病床居住費（光熱水費相当額）】の負担額が変わり
ます。

☆11月から再診の予約患者様の受付時間が変わります☆

診察までの待ち時間短縮を目的に予約された患者様の午前受付を3つの時間帯に分けて行います
（小児科を除く）

受付時間
① 8：30～9：30 ② 9：30～10：30 ③ 10：30～11：30

☆予約をされた患者様の診察を優先的に行いますので、予約外の再診の患者様は診察が遅くなる
可能性がありますのでご了承ください。
ただし、急変・救急の患者様はこの限りではありません

緩和ケアチームによる研修会のお知らせ

H29.10.26（木）
【緩和ケアにおける栄養と献立の工夫】を
テーマに研修会を開催します。
参加ご希望の方は別紙の申込票に記入の上、
お申込み下さい。
ふるってご参加ください♪

一回の降雨ごとに気温が１度下がり、秋が深まっていく様子を表す言葉として『一雨一度』
という言葉があります。10月になると日本列島の周辺は秋のカラっとした涼しい空気に
入れ替わり、その後、低気圧や高気圧が入れ替わりにやってきて短いサイクルで天気が変わる
ようになり、気温が少しずつ下がっていきます。
また寒い冬がやってきます。手洗い・うがいなどこまめに行い、風邪をひかないように
予防対策をしっかり行いましょう。

～お知らせ～

この見直しは介護保険施設に入所する方には、現在すでに１日370円の光熱水費を負担して
いただいていることを踏まえたものです。今後段階的に変更し、平成30年4月からは①②に
該当する方は1日３７０円の光熱水費のご負担をお願いすることとなります。

インフルエンザ予防接種

11/1～開始します。
原則予約制となりますので成人は総合受付、
小児は小児科受付でご予約ください。

ご不明な点は総合受付にてお尋ねください。

実施曜日と時間
成人：月～金 13：30～14：00
小児：月～土 午前、水・金の午後



１０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

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土

１診 藤田 紀代 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 江藤　良

４診 古賀 聖士 貞森 直樹 赤城　和優 池田 聡司 田中　咲子

午後 貞森 直樹 大学医 大学医 大学医 大学医

午前 吉武 孝敏 今村 由紀夫 森川 透 吉武 孝敏 岩﨑 格

午後 森川 透 松本　直也 森川 透 岩﨑 格 岩﨑 格

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 宗or松本 冨増 邦夫 北村 温子 杉山 安見児

１診 上原 豊
上原　豊

大学医(第1・2週）
上原 豊

２診 青木 繁
杉山 安見児
(予防接種)

杉山 安見児

３診
松坂 哲應/
北村温子
(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 松本　亮 松本　亮

前川　恭一郎 前川　恭一郎

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 崎村　千香

肝臓 田浦 直太

新患 渡邉　航之助 森田 馨 大塚 和孝 渡邉 航之助 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 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

外科消化器科

午前

交代

旧患
*乳腺外来
（隔週）

山之内　孝彰
/久芳さやか

午後

内科

午前 交代

救急

小児科

午前 交代

午後


