
診察室 月 火 水 木 金 土
総合診療 総合診療 総合診療 総合診療 総合診療 総合診療

恒吉 俊美 恒吉 俊美 御厨 邦子 恒吉 俊美 恒吉 俊美 総合診療担当
腎臓内科

第1・3・5／第2・4

藤井 亜希子 三角 幸広 岡本 有貴 岩谷 龍治 近末 綾子／大串 良 
呼吸器内科

第1・3・5／第2・4

宮川 洋介 宮川 洋介 宮川 洋介 宮川 洋介 宮川 洋介／藤井 亜希子 塩田 彩佳
循環器

第1・3／第2・4

倉富 暁子 古賀 久士 倉富 暁子 水田 吉彦 水田 吉彦 倉富 暁子／水田 吉彦
神経内科 腎臓内科 神経内科 内分泌 内分泌 内分泌

堀 智彦 木村 幸輝 志田 憲彦 林 秀樹 林 秀樹 林 秀樹
消化器内科 内分泌 内分泌 神経内科(第2・4） 消化器内科 内分泌

松永 高明 中村 聡江 中村 聡江 田村 重征 森 大介 中村 聡江
脳神経外科 神経内科 循環器 脳神経外科 腎臓内科 循環器（隔週）8：45～

松島 俊夫 亀井 博之 古賀 義則 松島 俊夫 小嶋 亜希 挽地 裕
耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科(9：30より） 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科(当日受付のみ) 耳鼻咽喉科(当日受付のみ)

耳鼻咽喉科担当 鈴木 久美子 斎藤 真貴子 鈴木 久美子 御厨 剛史 耳鼻咽喉科担当
耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科(当日受付のみ)

耳鼻咽喉科担当 御厨 剛史
整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 整形外科・初診のみ(10:30まで)

真島 久 高須 博士 坂本 悠磨 高須 博士 末次 弘征 整形外科担当
整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 整形外科

山本 俊策 末次 弘征 山本 俊策 真島 久 山本 俊策
整形外科 (9時より） 整形外科 整形外科 (9時より) 整形外科 整形外科 

二之宮 謙一 坂本 悠磨 二之宮 謙一 坂本 悠磨 真島 久
リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ）

福田 孝昭 福田 孝昭 福田 孝昭 福田 孝昭
整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 整形外科

牟田口滋 合志 光平 牟田口滋 合志 光平 牟田口 滋
皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科

山口 隆広 山口 隆広 山口 隆広 山口 隆広
泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科

平塚 義治 北城 守文 平塚 義治 徳田 雄治 三原　典 北城 守文
泌尿器科

第1・2・3／第4･5

徳田 雄治 松原 匠 松原 匠 富田 能弘 田丸 俊三／泌尿器科担当

総合診療 総合診療 総合診療 総合診療 総合診療

総合診療担当 総合診療担当 総合診療担当 総合診療担当 総合診療担当
腎臓内科 呼吸器内科 循環器 腎臓内科

腎臓内科 高倉 孝二 術前外来 腎臓内科
呼吸器内科 呼吸器内科

宮川 洋介 三角 幸広
緩和ケア外来 神経内科(第2・4）

小林 慶太 田村 重征
緩和ケア外来 緩和ケア外来

野﨑 健司 小林 慶太
神経内科

（もの忘れ・頭痛外来）

中島　美智

松島 俊夫 亀井 博之 松島 俊夫
耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科(当日受付のみ)

耳鼻咽喉科担当 耳鼻咽喉科担当 耳鼻咽喉科担当 御厨 剛史
整形外科（15：00まで） 整形外科（15：00まで） 整形外科（15：00まで） 整形外科（15：00まで）

整形外科担当 整形外科担当 整形外科担当 整形外科担当
リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ） リウマチ科(予約のみ）

福田 孝昭 福田 孝昭 福田 孝昭 福田 孝昭
小児整形外科（第3のみ）

15時30分まで

和田 晃房
泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科

北城 守文 平塚 義治 徳田 雄治 三原　典
泌尿器科 泌尿器科(第2・4)（15：00まで）

徳田 雄治 富田 能弘

消化器内科

古賀病院21　外来診察担当医師予定表 2023/5/8～

午前診療時間　8:30～12：30　／　午後診療時間　13：30～17：00

午
 
 
 
 
前

1
階

1

2
呼吸器内科 呼吸器内科

循環器 循環器

腎臓内科

3
呼吸器内科 呼吸器内科 呼吸器内科 呼吸器内科 呼吸器内科(九州大学)

5

6

7

8

4
循環器 循環器 循環器

泌尿器科

10

11 　　　　※手術目的で
　　　  受診希望の方は
　　　  月曜～金曜に
　　　  ご来院下さい12

13

14

2
階

15

2
階

21

22

脳神経外科

泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科(第2･4)

午
 
 
 
 
後

1
階

1

8

12

4

5

6

7
脳神経外科 神経内科

13

14

午後休診

2

3

月曜～金曜 8：30～11:00・13:00～16：30／土曜 8：30～12：00（日曜・祝日を除く）

9

21

22

※整形外科・・・午前の受付は月～金：11時00分までです。午後の診察は整形外科初診の方は紹介患者様を対象とさせて頂きます。（紹介状をお持ちの方のみ）

※耳鼻咽喉科・・・初診の方は10時30分までの受付です。
TEL(代表)　0942-38-3333※循環器科・・・隔週の診察日についてはお問い合わせ下さい。


