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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

地域連携室だより

インフルエンザにご注意を!!!

毎年、この季節はインフルエンザの流行シーズンです。人によっては重症化するおそれもあります。
インフルエンザの感染を広げないために、「かからない」「うつさない」対策をしっかり行いましょう。

インフルエンザってどうやって感染するの？

インフルエンザウイルスの感染経路は、飛沫感染と接触感染の２つがあります。
飛沫感染は感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫と一緒にウィルスが放出され別の人がそ
のウイルスを口や鼻から吸い込む感染です。
接触感染は感染者がくしゃみや咳を手で押さえるその手で周りの物に触れて、別の人がその
物に触れてウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触り粘膜から感染することです。

インフルエンザから身を守るためには？

正しい手洗いをしましょう!!!
外出先からの帰宅時や調理の
前後、食前などこまめに洗い
ましょう

十分な睡眠とバランスの良い
食事を心がけ免疫力を高めま
しょう!!

予防接種を受けましょう!!

不要不急の時はなるべく
人ごみや繁華街への外出
を控えましょう！

インフルエンザワクチンが不足しています!!!

インフルエンザワクチンの不足により、ご迷惑をおかけしており
ます。
入荷の状況をみて予約を入れておりますので、お電話での確認を
お願い致します。
※確認時間 平日8：30～17：00 総合受付で対応します。

～地域連携室からのお知らせ～
MSWの病棟担当を変更しております。ご入院中の患者さまに関するお問い合わせ等ありましたら
以下の担当者までご連絡下さい。ご迷惑おかけしますが宜しくお願い致します。

5階病棟 → MSW中村
4階東病棟 → MSW河野
3階東病棟 → MSW小川 *外来・2階病棟・4階西病棟の患者さまについては
3階西病棟 → MSW大町 地域連携室までお問い合わせ下さい。

2017年も残すところ僅かとなりました。例年より低い気温が続いていますので体調管理には十
分ご注意ください。インフルエンザも流行期に入り、全国で長崎県は2番目に多いとニュースに
なっていました。当院ではまだのようですが、感染対策を徹底して、拡大防止に努めたいと思い
ます。
2017年はトランプ大統領、北朝鮮、衆議院選挙、ノーベル平和賞、文学賞、Ｊ1への
昇格をきめたＶファーレン長崎など、さまざまな重大ニュースが多かったように思い
ます。
当院も理事長・病院長の交代で新体制でのスタートとなり事業を推進している所です。
新しい年も元気で頑張りたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。

今年も早いもので年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。MSWからの急な連絡にも迅速に対応
して頂いた地域の事業所の皆様方に大変感謝しております。
来年も皆様にとってより良い１年となりますようにお祈り申し上げます。



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

崎村　千香 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 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


