
＊火曜日・木曜日の夜診は休診です。 <電話> 052-691-3171

<予約専用フリーダイアル>

0120-10-3171

＊受診予定の方は、当日受付時間までに診療予約をお願い致します。(夜診の予約は当日17時30分まで行っております。)

＊予約をされていない方は、受付時間内にお越し下さい。

＊診療担当医は変更している場合がございますのでご了承くださいますようお願い致します。

＊夜間の救急対応について:午後８時半から翌午前８時半までの救急受入は休止させていただいております。
近隣の救急医療機関をご利用いただくか、救急情報センター℡052－263－1133に受入医療機関をおたずねくださいますようお願い致します。

2020年4月から夜診の時間帯は小児科医不在です、誠に申し訳ございませんが、ご了承の程よろしくお願い致します。

名 南 病 院 診 療 案 内
*2022年12月の医師の診療体制は下記の通りとなります。

月 火 水 木 金 土
三宅 内科医

内科2診 内科（非常勤） 髙木万 伊藤春 加藤晃 内科医（非常勤） 内科医

内科1診 三宅 小南 小南 黒田

伊藤有 林 非常勤医師

内科4診 早川幸 多湖 西村由 松永 間所

内科3診 西村由 青山 前田

小児科 吉岡 吉岡（10時まで） 吉岡 吉岡 吉岡/（第3）小児科医

内科5診 中島 伊藤有 䕃山

鈴木■（3、17日）

外科2診 早川純 皮膚科（安田） 早川純

外科1診 皮膚科（安田） 鈴木■ 鈴木（外科外来） 鈴木■（8、22日） 皮膚科（安田）*

午後 特診

ギブス・骨粗鬆症外来(竹中) 小児予防接種(第1・3吉岡） ものわすれ外来（小林）

整形（竹中) ●

*皮膚科9:00～10：30

外科3診 整形（竹中) ● 整形(長谷川) ◆ 整形（竹中) ● 整形(長谷川) ◆ 整形(長谷川) ◆

午前

（2、9日）

内科外来（内科医）

リウマチ外来（長谷川） 糖尿病外来 こころと発達(吉岡) こころと発達(吉岡)
（三宅/加藤晃/䕃山） （第1・2・4・5）

西村英

内科4診 内科（非常勤） 内科（非常勤）★ 内科医（非常勤）

小南

内科2診 黒田 藤吉 髙木万▼

内科1診 中島 三宅

内科3診 内科（非常勤） 内科（非常勤）

★診療は18時半から開始します。

内科5診 休　診 休　診

外科2診 早川純 岡根（16日）▲

外科1診 泌尿器（湯口） 鈴木■（14、28日） 鈴木■（9、23日）

 午前受付時間 ：月曜日～土曜日            8時半～11時半

 夜診受付時間 ：月曜日・水曜日・金曜日    17時半～19時半  

作成日： 2022年11月28日

外科3診 整形（松本/神原） 整形（寺部/鈴木） 整形（高木英）（第2・3）

夜診

【午前診】

◆整形（長谷川）の予約をされていない方

の受付時間は、11：00までとさせて頂きま

す。

●月・水・土曜日午前診 整形（竹中）の時

間帯は9:00～11：00です。

【夜診】

▲金曜夜診 岡根 翌月以降の担当日は、

1月13日、1月27日、2月10日、2月24日

▼こちらの診療は、前日までに予約をお願

いします。

【全体】

■鈴木は『乳腺・甲状腺』の科になります。



＊火曜日・木曜日の夜診は休診です。 <電話> 052-691-3171

<予約専用フリーダイアル>

0120-10-3171

＊受診予定の方は、当日受付時間までに診療予約をお願い致します。(夜診の予約は当日17時30分まで行っております。)

＊予約をされていない方は、受付時間内にお越し下さい。

＊診療担当医は変更している場合がございますのでご了承くださいますようお願い致します。

＊夜間の救急対応について:午後８時半から翌午前８時半までの救急受入は休止させていただいております。
近隣の救急医療機関をご利用いただくか、救急情報センター℡052－263－1133に受入医療機関をおたずねくださいますようお願い致します。

2020年4月から夜診の時間帯は小児科医不在です、誠に申し訳ございませんが、ご了承の程よろしくお願い致します。

 午前受付時間 ：月曜日～土曜日            8時半～11時半

 夜診受付時間 ：月曜日・水曜日・金曜日    17時半～19時半  

作成日： 2022年10月25日

外科3診 整形（松本/神原） 整形（寺部/鈴木） 整形（高木英）（第2・3）

夜診

外科2診 早川純 岡根（18日）▲

外科1診 泌尿器（湯口） 鈴木■（2、16日） 鈴木■（11、25日）

★診療は18時半から開始します。

内科5診 休　診 休　診

内科4診 内科（非常勤） 内科（非常勤）★ 内科医（非常勤）

小南

内科2診 黒田 藤吉 髙木万▼

内科1診 中島 三宅

内科3診 内科（非常勤） 内科（非常勤）

内科外来（内科医）

リウマチ外来（長谷川） 糖尿病外来 こころと発達(吉岡) こころと発達(吉岡)
（三宅/加藤晃/䕃山） （第1・2・4・5）

西村英

午後 特診

ギブス・骨粗鬆症外来(竹中) 小児予防接種(第1・3吉岡） ものわすれ外来（小林）

整形（竹中) ●

*皮膚科9:00～10：30

外科3診 整形（竹中) ● 整形(長谷川) ◆ 整形（竹中) ● 整形(長谷川) ◆ 整形(長谷川) ◆

午前

（4、11日）

鈴木■（5、19日）

外科2診 早川純 皮膚科（安田） 早川純

外科1診 皮膚科（安田） 鈴木■ 鈴木（外科外来） 鈴木■（10、24日） 皮膚科（安田）*

小児科 吉岡 吉岡（10時まで） 吉岡 吉岡 吉岡/（第3）小児科医

内科5診 中島 伊藤有 䕃山

伊藤有 林 非常勤医師

内科4診 早川幸 多湖 西村由 松永 間所

内科3診 西村由 青山 前田

三宅 内科医

内科2診 内科（非常勤） 髙木万 伊藤春 加藤晃 内科医（非常勤） 内科医

内科1診 三宅 小南 小南 黒田

名 南 病 院 診 療 案 内
*2022年11月の医師の診療体制は下記の通りとなります。

月 火 水 木 金 土

【午前診】

◆整形（長谷川）の予約をされていない方

の受付時間は、11：00までとさせて頂きま

す。

●月・水・土曜日午前診 整形（竹中）の時

間帯は9:00～11：00です。

【夜診】

▲金曜夜診 岡根 翌月以降の担当日は、

12月2日、12月16日、1月13日、1月27日

▼こちらの診療は、前日までに予約をお願

いします。

【全体】

■鈴木は『乳腺・甲状腺』の科になります。
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