
診療時間 受付時間 月 火 水 木 金 土 備　考

服部真己 小渡輝雄 平安山英達 平安山英達 服部真己 服部真己

平良智彦 服部真己 小渡輝雄 小渡輝雄 玉城利昭 山本俊二

山本俊二 平良智彦 渡慶次賀博 服部真己

張 英軒 山本俊二 山本俊二 山本俊二

照屋 周 張 英軒

清水徹郎 服部真己 平良智彦 西島 功 山本俊二

山本俊二 渡慶次賀博 大場修治 山本俊二 大場修治

担当医 郷 克己

金城武士(琉大)
【呼吸器内科】

妹尾真実
【呼吸器内科】

妹尾真実
【呼吸器内科】

※(火)Dr金城 完全予約制

下地光好
【胸部外科外来】

照屋孝夫（琉大）
【胸部外科外来】

※Dr妹尾は予約と紹介のみ

14：00～ ～15：30迄 下地光好
【禁煙外来】

朝診 09：00～ ～13：00迄 田尻 祐司 ※(土)Dr田尻は第4週のみ

昼診 14：00～ ～15：00迄 大城 譲 ※Dr大城は完全予約制

川満克紀

安里直美

大城 力(中徳)

08：30～ ～10：00迄 河野秀幸 ※(土)Dr河野は再診のみ受付

担当医 清水徹郎 担当医 清水徹郎 担当医 原田 宏

担当医 清水徹郎 清水徹郎 清水徹郎 原田 宏 当直医

兼城隆雄 久志安範 久志安範 兼城隆雄 玉城 聡

大城 敏 玉城 聡 大城 敏 比嘉章太郎(琉大) 深町俊之

外　　科 昼診 13：30～ ～16：30迄 担当医（琉大） 当直医 ※(木)琉大はDr稲福又はDr喜瀬

朝診 09：00～ ～11：30迄 赤崎 満 瀬名波栄信 赤崎 満 下地光好 担当医

昼診 13：30～ ～16：00迄 西島 功 喜瀬勇也（琉大）

形 成 外 科 昼診 13：30～ ～16：30迄 笠井昭吾(琉大) 勝連伸一郎(琉大)

下地光好
【二次検診外来】

※(土)Dr池原は不定期
　9月は11日・25日

池原康一
【乳腺外来】

※(土)Dr長嶺は第1.3.5週

長嶺信治
【乳腺・甲状腺外来】

13：30～ ～15：30迄 嶺井 悟
【がんｻﾎﾟｰﾄ新患外来】

嶺井 悟
【がんｻﾎﾟｰﾄ再診外来】

※再診外来は受付16：00迄

14：00～ ～16：30迄 仲榮眞盛保
【血管外科外来】

※(木)Dr仲榮眞は第1.3.5週
　予約制

大城義竹 金城幸雄 新垣宜貞 金城幸雄 砂川秀之

呉屋五十八 砂川秀之 呉屋五十八 新垣宜貞 大城義竹

赤嶺尚里 平良啓之 平良啓之 赤嶺尚里

09：30～ ～11：00迄 東 千夏
(琉大) ﾘｳﾏﾁ・関節

山川 慶
(琉大) 脊椎

大久保宏貴
(琉大) 手外科

朝診 09：00～ ～11：30迄 嘉手苅 勤 嘉手苅 勤

昼診 15：00～ ～16：30迄 外間洋平(琉大)

朝診 08：30～ ～10：00迄 冨永 智 安東和代 安東和代 安東和代 冨永 智 冨永 智

昼診 14：00～ ～15：00迄 安東和代 冨永 智 冨永 智 冨永 智 安東和代

向山秀樹 向山秀樹 ※(火)Dr上間は診療09：00～

島袋浩勝 島袋浩勝

昼診 13：30～ ～16：30迄 向山秀樹 手　術 向山秀樹 手　術

夕診 17：00～ ～19：00迄 向山秀樹 向山秀樹

計良光昭 手　術 神山和也 手　術 神山和也

松岡 恵 助産師外来 松岡 恵 助産師外来 計良光昭

13：30～ ～15：00迄 松岡 恵 松岡 恵

13：30～ ～16：00迄 神山和也 神山和也 神山和也 計良光昭 神山和也

朝診 09：00～ ～11：30迄
朝倉秋乃
早田 航

朝倉秋乃
川下尋子

朝倉秋乃
早田 航

朝倉秋乃
早田 航

朝倉秋乃
早田 航

13：30～ ～15：30迄 乳児検診/予防接種 乳児検診/予防接種

特診 13：30～ ～14：00迄 早田 航
【小児循環器外来】

早田 航
【小児循環器外来】

夕診 16：00～ ～18：00迄 朝倉秋乃 早田 航

朝診 09：30～ ～11：30迄 稲福ゆり(琉大)

力石洋平※第1.3.5週

北村優佳※第2.4週

朝診 09：00～ ～11：00迄 稲嶺智広(琉大) 田中克典(琉大) 金城秀俊(琉大)

昼診 14：00～ ～16：30迄 喜友名朝則(琉大)

午前 08：30～ ～11：30迄 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 13：30～ ～16：30迄 〇 〇 〇 〇 〇

放射線治療科 眞鍋良彦 橋本成司 眞鍋良彦 橋本成司 眞鍋良彦 ※完全予約制

人 工 透 析 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ストーマ外来 〇

※ 但し，急患は２４時間受付、土曜日午後・日曜・祝日は当直医が担当致します。

※ 出張・学会の為、担当医が変更になることがあります。

☆　外　　来　　診　　療　　体　　制　　表　☆
2021年9月1日より

内　　科
総 合 診 療

朝診 09：00～ ～11：30迄

※Dr平安山、Dr小渡、
   Dr玉城利昭の診療08：30～
※Dr服部の診療
　　　(月火木金)10：00～
　　　(土)09：30～
※Dr平安山は完全予約制
※(金)Dr玉城は第1.3週

総 合 診 療 昼診
13：30～ ～16：00迄

当直医

※(火)Dr渡慶次は第2週目休診

呼吸器外来

朝診 09：00～ ～11：30迄

特診

13：30～ ～16：00迄

妹尾真実
【呼吸器内科】

赤崎 満
【SAS外来】

赤崎 満
【SAS外来】

※胸部外科外来・SAS外来・
　禁煙外来は予約制

糖尿病外来

循環器内科 朝診
08：30～ ～11：30迄

川満克紀

安里直美
川満克紀 平良智彦 川満克紀 伊集広城

※予約制
※(水)Dr大城力は第1,3.4週
※(木)Dr平良は再診のみ受付
※(土)Dr伊集は第1.3週

救急診療科
09：00～13：00

13：00～17：00

外科･消化器科 朝診 09：00～ ～11：30迄 担当医

心臓血管外科
※(金)Dr喜瀬は受付16：30迄
※(土)は第1,3週 Dr赤崎
　　　  第2,4,5週 Dr瀬名波

特 殊 外 来

朝診 09：00～ ～11：30迄

昼診

整 形 外 科 朝診

09：00～ ～11：00迄 担当医

※初診の方は、診療情報提供書
 （紹介状）が必要となります。

脳神経外科
※Dr嘉手苅は予約と紹介のみ

※(金)Dr外間は予約制

皮　膚　科
※Dr安東は診療09：00～
※Dr冨永は紹介と施設患者のみ
※(土)は受付9：30迄

泌 尿 器 科

朝診 08：30～ ～11：30迄 上間南海子(琉大) 手　術 手　術

歯科口腔外科

朝診 09：00～ ～11：00迄
佐藤範幸
仲西奈穂

佐藤範幸
仲西奈穂

佐藤範幸
仲西奈穂

手術
佐藤範幸
仲西奈穂

担当医
※初診の方は、
　電話にてお問い合わせ下さい。
　電話受付時間
　　平日11：00～12：00
　　　　15：30～16：30
　土曜日11：00～12：00

昼診 13：30～ ～16：00迄
佐藤範幸
仲西奈穂

佐藤範幸
仲西奈穂

佐藤範幸
仲西奈穂

手術
佐藤範幸
仲西奈穂

産 婦 人 科

朝診 09：30～ ～11：30迄 神山和也 ※予約以外の方は、
　電話にてお問い合わせ下さい。
　電話受付時間
　　平日12：00～14：00
※Dr神山の昼診(火)(金)は15：00～
※(土)は妊婦健診のみ

昼診

小　児　科

※出張等で担当医が
　変更になることがあります

※予防接種は１週間前迄に
　予約が必要です

※小児循環器外来は
　完全予約制

眼　　科
昼診 14：00～ ～16：00迄

09：00～12：00

  南部徳洲会病院
　　　八重瀬町字外間171番地1

　 電話 098-998-3221

耳鼻咽喉科 ※土曜日は完全予約制

リハビリ

09：00～16：00

09：00～17：00


