
　　　※　受付時間は診療科によって異なるため、詳細は電話にてお問い合わせください。

※ 都合により診療予定が変更になる場合があります。　　ご了承ください。
佐藤　晋彰 先生 3/23 午前診

3/15 午前診 3/29 午後診 ・ 3/30 午前診
福武　 滋   先生 3/15 午後診 脇園　貴裕 先生 3/14 午後診 ・ 3/15 午前診

◎発達外来  谷　 均史 先生 3/9 午後診 ・3/21 午後診 ・3/30 午後診
大森　裕文 先生

3/ 8 午後診 ・ 3/ 9 午前診

◎神経内科
高橋　邦丕 先生

◎腎移植外来 徳本　直彦 先生 3/16 午前診 ◎耳鼻咽喉科  李 　 庸學 先生 3/ 1 午後診 ・ 3/ 2 午前診
◎形成外科 中園　美紗子 先生 3/9 午前診 　※ 耳鼻咽喉科   受付時間　金曜日 12：30 ～ 16：30　　土曜日 7：00～11：30

◎もの忘れ外来 板垣　徹也 先生
3/12 午前診+午後診
3/13 午前診+午後診 ◎リウマチ科 山内　栄二 先生 3/22 午後診
3/14 午前診

3/8 午前診 ・3/11 午前診+夕診 ・3/13 午前診 ・

◎循環器科 生野　俊治 先生
3/9 午前診+午後診+夕診 3/15 午前診 ・3/18 午前診+夕診 ・3/20 午前診 ・
3/23 午前診+午後診+夕診 3/25 午前診+夕診 ・3/27 午前診 ・3/29 午前診

　※ 池上先生のリウマチ科は予約なしでも受診が可能になっております。
　※ こちらの診療科は予約制となっております。　　　事前にお問合せ下さい。 　※ 皮膚科は完全予約制となっております。

◎乳腺外来 金光　秀一 先生
3/ 8 午前診+午後診

◎皮膚科 有川　謙二郎 先生

3/1 午前診 ・3/4 午前診+夕診 ・3/6 午前診
3/22 午前診+午後診

3/16 午前診+午後診・3/17　午前診
◎リウマチ科 池上　晃一 先生 3/1 午前診 ・3/8 午前診 新井　豊 先生 3/23 午前診

◎矯正歯科 松本　進 先生 3/4 午後診+夕診・3/5 午前診+午後診+夕診
◎泌尿器科

木村　亮輔 先生 3/2 午前診+午後診
◎いたみ外来 高橋　正憲 先生 3/1 午前診 ・3/15 午前診 ・3/29 午前診 古武　彌嗣 先生

発達外来

夕　診 皮膚科

午後診 耳鼻科

30 31

午前診 皮膚科 皮膚科 いたみ外来・皮膚科 耳鼻科

25 26 27 28 29

循環器科

夕　診 皮膚科 循環器科

午後診 発達外来
乳腺外来・
リウマチ科

23 24

午前診 皮膚科 皮膚科 乳腺外来
循環器科・泌尿器科・

耳鼻科

18 19 20 21 22

泌尿器科

夕　診 皮膚科

午後診 もの忘れ外来 もの忘れ外来 耳鼻科 神経内科

16 17

午前診 皮膚科 もの忘れ外来 皮膚科・もの忘れ外来 もの忘れ外来
皮膚科・いたみ外来・

神経内科・耳鼻科
泌尿器科・
腎移植外来

泌尿器科

11 12 13 14 15

循環器科・発達外来

夕　診 皮膚科・矯正歯科 矯正歯科 循環器科

午後診 矯正歯科 矯正歯科 耳鼻科・乳腺外来

9 10

午前診 皮膚科 矯正歯科 皮膚科
皮膚科・リウマチ科・

乳腺外来
循環器科・形成外科・

耳鼻科

4 5 6 7 8

泌尿器科

夕　診

午後診 耳鼻科

2 3

午前診
皮膚科・いたみ外来・

リウマチ科・
泌尿器科・耳鼻科

25 26 27 28 1

平成31年3月 特別診療カレンダー
名瀬徳洲会病院　お問合せ　0997-54-2222

平成31年3月 月 火 水 木 金 土 日

 耳鼻咽喉科は 完全予約制  となっております。 

 受診されたい方は事前に 予約 をお願いします。 
予約受付時間  平 日 ： 月 ～ 金 

           時 間 ： １４：００ ～ １７：００ 
 


