
　

 

月 火 水 木 金 土
松本直之 喜久本朝善 交代 山城慶子 交代 森ふゆこ

交代 森ふゆこ 交代 交代 交代 城間政尚(１) 嵩原安彦(2,5)

交代 交代 交代 交代 長堂朝圭(３)　高明志(４)  

交代

A2 午後 (予約制) 1時30分～4時30分 - - ぺ   澤岻由希子(2,3,4) - - 　

伊泊広二 新垣安男 城間　淳  脳内科　兼子宜之 伊泊広二(1,3)

- 脳内科　 兼子宜之 新垣安男(4)  交代(5)

てんかん機能外来(3完全予約制)

(予約制) 新垣安男 伊泊広二

 1時30分～4時30分 木本敦史

午後 (予約制)  2時 ～ 4時 - - - 伊佐勝憲（2,4） -

橋本 亘 東 理人(静脈瘤外来) 橋本 亘

東　理人

金城　仁 上原昌義(予約制) 津田智弘(予約制) 上原　健 上原　健

上原　健 津田智弘(予約制) 上原昌義(予約制) 金城　仁 若林　創

若林　創 伊志嶺洋平

G1 午前         9時 ～11時 新里　学 新里　学
新屋　雄二

9：30～診療開始

新屋　雄二

9：30～診療開始
新里　学

新井真佐子 﨑枝　薫 新井真佐子

﨑 枝　薫 ※第３は受付10時まで

※受付は12時半～ 﨑枝　薫 﨑枝　薫

　　　　 2時 ～ 4時 新井真佐子

勝連今日子 北村卓也

午後 (完全予約制)  2時 ～  4時 北村卓也 - - 勝連今日子 -

G2 午前 (完全予約制)　9時～11時30分 - - - 睡　城間政尚 睡　城間政尚

川出博江 酒井一徳 比嘉千明 長嶺健次郎 雨積涼子 予約・紹介外来

川下尋子 仲西大輔 川下尋子 川出博江 川下尋子

尾辻健太(～11:30) 安藤美恵 ｱﾚﾙｷﾞ- 尾辻健太(２,４)

比嘉千明 長嶺健次郎 酒井一徳　 ｱﾚﾙｷﾞ-　尾辻健太 内分泌　長嶺健次郎

ｱﾚﾙｷﾞ-　尾辻健太 雨積涼子　 川下尋子 ｱﾚﾙｷﾞ-　酒井一徳　 比嘉千明

ｱﾚﾙｷﾞ-　雨積涼子 安藤美恵 ｱﾚﾙｷﾞ-　尾辻健太 神経外来 大見剛(月３回)仲西大輔

ｱﾚﾙｷﾞ-　尾辻健太 ｱﾚﾙｷﾞ-　尾辻健太

  ※ワクチン外来、乳児健診は

                           3時30分まで
- ワクチン外来 乳児　1ヶ月健診 - ワクチン外来

 消    比嘉　聡　 　消    小野　武  呼　　永田　仁  消　　加藤航司   消    小野　武

乳・甲　有銘一朗　　消　 加藤航司   消　   平田勇一郎   消　 比嘉　聡　

午後 (予約制)  2時 ～  4時 乳・甲　有銘一朗 乳・甲　有銘一朗

午前  (完全予約制) ９時～11時 嘉手川豪心 - 嘉手川豪心 - 嘉手川豪心

午後  (完全予約制)  2時 ～   4時 紹介患者のみ - 紹介患者のみ 尿　菅谷公男 -

交代(受付12時まで) 宮里麻美子(1,3,5) 交代 宮里麻美子(1,3,5) 交代(受付12時まで)

助産師外来 助産師外来 助産師外来 助産師外来 助産師外来

交代 交代 一ヶ月健診 交代

奥村須江子 奥村須江子 奥村須江子

喜久村かおり 喜久村かおり 喜久村かおり

　※（１,２,３,４,５）とあるのは、第１週、第２週、第３週、第４週、第５週の意味です。

　※泌尿器科、形成外科、小児科、乳児健診、神経外来、アレルギー外来、ワクチン外来は予約制です。

予約は各科にお問い合わせください。(整形外科は再診のみ予約可)

　※台風接近による当院の外来診療休診の基準は以下となります（救急外来あり）

◇気象庁より暴風警報が発令され、かつ  路線バス（市内線・市外線）が運休になった場合。

　※ 診療の体制は止むをえず急な変更もありますのでご了承下さい

助産師外来 産婦健診

リハビリ 3F 午前 (予約制)  9時 ～12時

産婦人科 I

午前  (完全予約制)  9時 ～11時

午後  (完全予約制)  2時 ～  3時
助産師外来 助産師外来

外 科 H1
午前 (予約制)  9時 ～12時

泌 尿 器 H2

- -

無呼吸外来

小 児 科 G5

午前 9時 ～11時30分

午後

(予約・紹介のみ)

　　1時30分 ～ 4時30分

午前 (完全予約制)  9時 ～11時

- -

午後 - - -

※予約外は予約診療後の診察となります

２
階

眼　科

皮膚科 G2

午前         9時 ～11時

形成外科 G2

-心臓血管外科 A2

神経内科

-

整形外科 B1 午前
9時 ～ 10時

※火・水のみ予約制

5月 2023  5/1～5/31　5/12改訂

 受付開始：午前７時45分

1
階

内　科

A2

午前
(予約制)

　      9時  ～ 11時30分

午後

E1 午前
9時～11時

午前 (予約制) 9時  ～ 12時

※4/1～紹介状をお持ちの方 もしくは 当院通院中の方のみの対応となります●内科を受診される方へ

- -

専門外来
(ぺ）ペースメーカー （神内）神経内科
(尿）失禁外来 （脳内）脳卒中内科 （睡）睡眠時無呼吸外来

（乳）乳房 （甲） 甲状腺

3
階

脳卒中内科

脳神経外科

●電話での予約変更は平日午後1時30分～3時30分までです。

●産婦人科の予約・お問い合わせは

月～金 13時以降 にお願いします

●電話での予約変更はカルテ番号の確認がありますので、

診察券を準備して連絡下さい TEL 098-853-1200


