
令和5年5月分                　　★印は変更箇所になります。

月 火 水 木 金 備　考　欄

1 比嘉 康志（腎臓）

2 喜瀨　杏奈 永田 恵蔵 喜瀨　杏奈 永田 恵蔵 比嘉 康志（腎臓）

3 中西　研輔 具志堅　愛夏 平良　香織 具志堅　愛夏 平良　香織

5 品川　悠人（消化器） 平辻　知也（循環器） 品川　悠人（消化器） 平辻 知也（循環器）

6 平良　亘（循環器） 平良　亘（循環器） 篠原　正樹

7 阿波連　裕子 屋良　詩織 阿波連　裕子 屋良 詩織

8 星野　慎一 星野　慎一

比嘉　康志  第3水曜日　午後2：00～

1 比嘉　詠美 石井　結香 村山　和世 比嘉　詠美 村山 和世

2 伊元　栄人 竹川　賢太郎 比嘉　詠美 石井　結香 伊元　栄人

3 石井　結香
佐々木　尚美
(予約のみ） 竹川　賢太郎

佐々木　尚美
（予約のみ）

竹川　賢太郎

1 島袋　恵 村山　和世 伊元　栄人 村山 和世 石井　結香

2 村山　和世 伊元　栄人 石井　結香 伊元　栄人 比嘉　詠美

3 竹川　賢太郎 比嘉　詠美
佐々木　尚美
（予約のみ） 竹川　賢太郎

木下/古澤
（午前のみ）

岡田　晋一郎 ★岡田　晋一郎 木下/鹿島田 古澤　慎也

鹿島田　寛明 木下　高之介 古澤　慎也 古澤　慎也 鹿島田　寛明

心臓血管
外科 1 久貝 忠男

※金曜午前のみ ★5/12　休診  ★5/19休診

伊禮　充孝 澤田　茂樹 澤田　茂樹

牧　諒 伊禮　充孝 伊禮　充孝

澤田　茂樹 牧　諒 牧　諒

手術 手術

1 湊　剛樹 柳川　裕希 湊　剛樹

2 ★柳川　裕希 島尻  郁夫

3 応援医師 応援医師 ★河野　開紀

処
置
室

★河野　開紀

1 湊　剛樹 ★湊　剛樹（偶数週）

2 島尻  郁夫 柳川　裕希

処
置
室

★河野　開紀

3 応援医師 応援医師 ★河野　開紀（奇数週）

午
前 1 宮平　大輝 手術 宮平　大輝 宮平　大輝 宮平　大輝

午
後 1 処置のみ 手術 処置のみ 手術 処置のみ

耳鼻咽喉科 1 渡嘉敷　光紘 手術 渡嘉敷　光紘
完全予約制となりました
※水曜午後は嚥下機能検査（予約のみ）

病棟
救急 直海　玲 仲村　和歌子 吉田　晃大 仲本　剛 仲村　和歌子

1 新患外来 深津　真弓 直海　玲

2 仲本　剛 仲村　和歌子 吉田　晃大

3 母乳外来 母乳外来 頸がんワクチン

1 担当医 深津　真弓 直海　玲

2 仲本　剛 仲村　和歌子 吉田　晃大

3 母乳外来 母乳外来 頸がんワクチン

平辻/平良 平辻/平良

平辻　知也（午前） 平良　亘（午前）

比嘉　康志/阿波連　裕子 比嘉　康志/阿波連　裕子 比嘉　康志/阿波連　裕子 比嘉　康志/阿波連　裕子 比嘉　康志/阿波連　裕子

星野　慎一 品川　悠人 品川　悠人 星野/品川

星野　慎一 品川　悠人 星野　慎一 品川　悠人 星野/品川

産婦人科

※当院は地域医療支援病院の指定を受けており、原則として全診療科において、初診時に紹介状が必要となります。
◎内科／産婦人科/眼科/耳鼻科：初診の方は期日指定の予約制となっております。

※地域連携室での予約が必要です。
※外来診療表の最新版は、電子カルテ端末より閲覧可能な院内イントラホームページのWEB公開ページに掲載している外来診療表をご確認下さい。

県　立　北　部　病　院　外 　来　 診　 療　 表

下部内視鏡

腹膜透析外来

心臓カテーテル検査

トレッドミル検査

透析室当番

上部内視鏡

眼科
完全予約制となりました
※月・水・金　午後は処置のみ　　★5/24休診

午
前

午
後

手　　　術

手術

手　　　術

　
　

予約受付時間　　 午前9：00～午前11：30
 （月・水・金曜日）　 午後2：00～午後3：30
　新規受付時間　　 午前9：00～午前11：00

午
前

午
後

手術 手術

※新患(紹介)完全予約制
　

　再診の予約外受付時間
　午前 11：00まで

1

※外来診療表は都度更新しておりますので、当院のホームページをご覧下さい。 (新型コロナの影響により、受付時間等が変更になる可能性があります。予めご了承下さい。）

・中西研輔（膠原病専門外来）

・新患(紹介)/予約外受付時間　午前11：00まで

・糖尿病教室　第4水曜日　午後1:30～4：00

・中部血液内科/Dｒ朝倉　毎月第2金曜　午後

・神経内科/Dr宮城　朋　毎月第2金曜　午前

内　　科

　　　Tel 0980-52-2719（代）　　Fax  0980-54-2298(代）　Fax　0980ｰ52ｰ4298（地域連携室直通）

整形外科

※新患(紹介)・予約外受付時間　午前11：00まで
※毎週金曜日　中部病院より応援医師
※毎週火曜日　中部病院より応援医師
※第1水曜日　比嘉　努
※第2・第4　水曜日　天願俊泉（歯科矯正/南部医療セン　　ターよ
り）
※予約制（相談可）

担　当　医

小児科

午
前 受付時間　午前 11：00まで

　　　　　　　午後　 3：00まで

※ 小児科の外来担当については、変更になることがあります
ので、お問い合わせください。

※当直明けの医師は、午後外来休診となりますので、ご了承く
ださい。午

後

※新患(紹介)受付　　（月、★水、木、金のみ午後3：00まで）
※予約外受付　　 　　午後4：00まで

外来

救急当番

澤田　茂樹 澤田　茂樹
牧　諒

歯科口腔外
科

外　　　科

救急

受付開始8：30

渡嘉敷 光紘




