
（令和4年12月1日 ）

月 火 水 木 金 専門

内田　勇二郎 佐藤　依子 内田　勇二郎 内田　勇二郎 佐藤　依子 肝臓

杉尾　康浩 太田　貴徳 重松　宏尚※ 大野　裕樹 河野     聡 血液

重松　宏尚 定永　敦司 河野　聡※ 西坂　浩明 上原　康史 膠原病：予約のみ

中村　秀敏 上原　康史 萬代　幸子 上野　稔幸 感染症・一般

福元　遼 福元　遼 甲状腺

腎臓

藤田　敦子 有村　貴博 沼口　宏太郎 池内　雅樹 有村　賢一

土屋　裕子 古賀　祐一郎 原田　英治

國木　康久 隅田　頼信 秋穂　裕唯 隅田　頼信 秋穂　裕唯

福田　慎一郎 塩月　一生 新名　雄介 國木　康久 新名　雄介

下川　雄三 福田　慎一郎 下川　雄三 塩月　一生 胆・膵

足立　雅広 足立　雅広 足立　雅広 足立　雅広 足立　雅広

林　加野 末次　亮子 松村　祐介 松村　祐介

福留　克行 福留　克行 福留　克行

乙成　淳 乙成　淳 乙成　淳

日高　靖文※ 尾上　泰弘 日高　靖文 尾上　泰弘 日高　靖文※

黒木　理恵※ 尾上　泰弘※ 黒木　理恵 感染症 日高 アレルギー 黒木

木村　翔 前原　健二※ 血液・免疫・リウマチ 尾上・日高 新生児 小窪

腎臓 黒木・前原 てんかん 日高

肥満 尾上

中村　晶俊 中村　晶俊 中村　晶俊

中野　　 徹 光山　昌珠 田辺　嘉高 西原　一善 齋村　道代 乳腺

田辺　嘉高 阿南　敬生 小林　毅一郎 阿南　敬生 赤川　進 甲状腺

伊達　健治朗 空閑　啓高 古賀　健一郎 永井　俊太郎 堀岡　宏平 肝・胆・膵

倉田　加奈子 新川　智彦 竜口　崇明 中本　充洋 松田　諒太 食道・胃

消化器全般

大腸骨盤

坂本　真人 坂本　真人 坂本　真人

天野　敏之 塚本　春寿 塚本　春寿

金田　章子 金田　章子 天野　敏之

吉兼　浩一 西井　章裕 城野　修 吉兼　浩一 西井　章裕 肩・肘・ｽﾎﾟｰﾂ

城野　修 城野　修 大江　健次郎 大江　健次郎 城野　修 脊椎

岩田　真一郎 岩田　真一郎 岩田　真一郎 安達　淳貴 中川　航 膝・股・関節

中川　航 安達　淳貴 中川　航 安達　淳貴

濵武　基陽 松原　太一 濵武　基陽

松原　太一 山口　正史 山口　正史

本間　葉子 本間　葉子 水野　亜美 仲本　すみれ 本間　葉子

水野　亜美 仲本　すみれ

長谷川　周二 立神　勝則※ 大坪　智志 長谷川　周二 立神　勝則※

立神　勝則 持田　学 澄川　涼太※

尼田　覚 兼城　英輔 甲斐　翔太朗 髙島　健 尼田　覚

髙島　健 西村　淳一 森田　葵 兼城　英輔 西村　淳一

北出　尚子 原　枝美子 北出　尚子 原　枝美子

井上　修作 泉　りりこ 井上　修作 泉　りりこ

永井　亜佑実 遠矢　雅人 末永　美祐子 田中　桜子

竹内　寅之進 九大 竹内　寅之進 竹内　寅之進 西山　和郎

西山　和郎 斉藤　あゆみ 西山　和郎 九大 増田　智也

増田　智也 斉藤あゆみ

古賀　聖子 古賀　聖子 古賀　聖子

渡辺　秀幸 渡辺　秀幸 渡辺　秀幸 渡辺　秀幸 渡辺　秀幸 検査・診断依頼

野々下　豪 野々下　豪 野々下　豪 野々下　豪 野々下　豪 治療：予約のみ

大場　秀夫 久米　克介 大場　秀夫 武藤　佑理 加藤　治子

武藤　佑理 武藤　官大 神代　正臣 豊永　庸佑 神代　正臣

小川　のり子 原賀　勇壮 原賀　勇壮

北九州市立医療センター　外来初診担当表      

診療科

総合外来 重松・河野　　※水曜日は隔週で担当。

内　科

大野・杉尾・太田・上原・上野

西坂 (木) ・ 定永 (火)・福元（火）（木）

内田 ・佐藤

萬代（木）

中村（第１火曜日のみ）

循環器内科

呼吸器内科
( 予約患者のみ）

消化器内科

新名・下川

内分泌代謝・
糖尿病内科

心療内科

小児科

専門外来　（小児科外来での予約制）

※専門外来のみ

小児外科

外　科

光山・阿南・齋村・古賀・倉田・堀岡・中本・松田

光山・古賀

西原・中野・空閑・伊達・竜口

小林・赤川・堀岡・倉田

中野・中本

田辺・永井・新川

心臓血管外科

脳神経外科

整形外科

西井

吉兼・大江

城野・大江・岩田

呼吸器外科
手術日：月・水・金（午後）

皮膚科

泌尿器科

手術等により、相互に交替する場合あり

手術日：月・火（午後）・木・金（午後）

月は手術日のため、相互に交替

※火曜日：立神（第１・３・５週）

　 金曜日：澄川（第１・３・５週）、立神（第２・４週）で担当。

産婦人科

子宮頸癌ワクチン　：　水１３：００～１５：００

耳鼻咽喉科

金は手術日のため、相互に交替する場合あり

眼　科
( 予約患者のみ）

要事前FAX相談

放射線科
渡辺・久保・中武

野々下

緩和ケアセンター
麻酔科

ペインクリニック

大場：要電話予約（平日のみ：内線 ６９８９ または ６６５５)
        月曜日は午後・水曜日は午前のみ

○ 当院は原則、医療機関からの紹介・予約制です。

○ 初診の受付時間は原則８時から１１時までです。

○ 外来初診には原則として診療情報提供書が必要です。

[医療連携室]　ＴＥＬ ： ０９３－５３３－８６６０（直通）　   ＦＡＸ ： ０９３－５３３－８７１８


