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地域のために
より良い医療を

心をこめて

今年度より“訪問診療”を開始しています

成人（高校生以上）※予約制

受付場所 総合案内、各科受付

11/1～予防接種開始
予約は受付け中です

既にご存知の方も多いと思いますが、当院では今年４月に内科：小笠原貞信医師が着任し、訪問診療を
開始しました。
現在は、南部エリアを中心に週2回患者さま宅を訪問しています。
関係機関の皆さまと連携を図りながら、患者さまの在宅生活をサポートができればと思います。

～ インフルエンザ予防接種のご案内 ～

小児（中学生まで）※予約制

受付場所 小児科外来受付

10/15～予防接種開始しています

ご不明な点は
総合受付まで
お問合せ下さい

訪問の様子を少しだけ…

入院中だったＡ様は自宅で好きなものを食べたい!
との想いもあり、自宅へ帰ることを希望しました。
退院を機に外来通院から訪問診療へ移行し、
訪問看護など在宅で支援するサービスの調整を
行いました。
ご家族は自宅退院に対し不安もあったようですが、
“沢山の人に関わってもらい、相談できるので
安心しています”と話していました。

Ａ様担当の
ケアマネジャーさん

診察のほか生活の様子もお聞
きしながら、ご本人・ご家族
の希望に沿える在宅療養を検
討していきます。

訪問診療に関する相談は
地域連携室までお電話くださ
い。

日増しに秋を感じる季節になり、朝晩はめっきり冷えてきました。
季節の変わり目は、体調の変化をきたしやすい時期でもありますので注意が必要です。

早いもので、４月にN-MECがスタートして半年が過ぎようとしています。指導医の先生や研修の先生も当院
の職場にも慣れイキイキと活躍されている姿が見られます。
また、４月から始まった訪問診療も件数が増え、小笠原医師が在宅スタッフと連携し、患者さんやご家族の希
望に沿った支援を実施中です。今回はその一部を紹介したいと思います。



10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

１診 高園 貴弘 坂本 憲穂 山口耕一 小笠原貞信 山口耕一

２診 岩﨑 格 小出 優史 吉武 孝敏 小出 優史 吉武 孝敏

３診 森川 透 森川 透 岩﨑 格 森川 透 時任  高諄

４診 古賀 聖士 小笠原貞信 緒方 良介 池田 聡司 古賀 聖士

午後
大学医

（山口）
大学医 大学医 大学医

今村圭文or
西條知己

午前 小笠原貞信 山口耕一 森川 透 山口耕一 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
宗由理子or
松本孝子

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 東　尚 松尾 光敏 東　尚

水谷 明正 松尾 光敏 松尾 光敏 水谷 明正 水谷 明正

朝長 哲生 水谷　明正 松本　亮 松本　亮

前川　恭一郎 前川　恭一郎 朝長　哲生 朝長　哲生

健診 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆

午後 交代 高槻　光寿 夏田　孔央 崎村　千香

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)

外科消化器科

午前

交代

旧患
*乳腺外来

山之内　孝彰
2、４週

整形外科 午前 交代

内科

午前 交代

救急

小児科

午前 交代

午後

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土

消化器内科（肝
臓）

午前 田浦　直太

脳神経外科 午後 ※土曜は午前 吉田 光一 出雲　剛
出雲　剛or
吉田光一

脳神経内科 午後 白石　裕一

心臓血管外科 午前
三浦 崇(第1)

横瀬 昭豪(第3)

★外来診療時間
平日 8：30～17：00 土曜日 8：30～12：15
★休診日 日曜 祝祭日

診療開始時間は8：45からとなっています。
但し、急患についてはいつでも対応します。

〒851-0301 長崎市深堀町1-11-54
TEL：095-871-1515（代表）
FAX：095-871-5020（連携室直通）
http://www.nmhp.jp.or.jp/index.html
Eメール：renkei@nmhp.or.jp


