
 (注①)の診療につきましては内科外来受付までお尋ね下さい。

　　大浜第一病院 外来診療体制表（2019.12月） 2019年11月29日

【内科・呼吸器科・消化器科 】　（1階Aブロック）

月 火 水 木 金 土

午　前

呼吸器 仲松 正司(琉大) 馬場 基男 知念 徹
※12/5・19のみ

腎臓 有馬 留志

馬場 基男
知念 徹（睡眠時無呼吸）

※12/14・28のみ

消化器 伊志嶺 真達

石原 力

一般内科 河野 誠一 河野 誠一
新里 彰(琉大)

難波 豊隆
※診療開始は10時～

脳神経内科 城本 高志 稲福 徹也
※12/12・26のみ

澁佐 隆

河野 誠一

午　後

呼吸器 馬場 基男 知念 徹

消化器 伊志嶺 真達
※診療開始は１５時～

伊志嶺 真達

腎臓 石原 力 有馬 留志

一般内科 名富 仁美
※診療開始は１５時～

垣花 悠子
※診療開始は１５時～

クリステンセン　めぐみ
※診療開始は１５時～

澁佐 隆
澁佐 隆

脳神経内科
城本 高志

※再診予約・紹介状持参
の新患のみ

城本 高志

※要予約
睡眠時無呼吸 知念 徹

【 心臓血管センター：循環器内科・不整脈外来・心臓血管外科・血管外来 】　（1階Aブロック）

午　前

循環器内科

前田 武俊
大城 康一

※12/10の診療開始は
１０時～

前田 武俊 大城 康一 前田 武俊

瑞慶覧 貴子
瑞慶覧 貴子
槇野 崇史 槇野 崇史

不整脈外来 木村 竜介
※12/12・26のみ

木村 竜介
※12/14・28 予約のみ

心臓血管外科 手 術 平沼 進 手 術

血管外来
平沼進　12/7・21

前田武俊　12/14・28

午　後

循環器内科
大城 康一

※再診予約のみ
ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来
※月２回（注①）

心臓血管外科 手 術 平沼 進 手 術

【糖尿病外来】　（２階Cブロック）　※要予約

午前
髙橋　隆※再診予約のみ 前田 士郎（琉大） 髙橋 隆 河野 誠一 相澤 直輝

午後
髙橋 隆※再診予約のみ 髙橋 隆※再診予約のみ

【 整形外科・リウマチ科・スポーツ外来 】　（1階Bブロック）

午　前

知念 弘 宮里 剛成 新垣 寛
宮里 剛成（脊椎）

12/19休診
（代診：古堅 隆司）

知念 弘 第1野原 博和（脊椎）
第2宮里 剛成（脊椎）
第3新垣 寛（膝・スポーツ）
第4仲間 靖（膝）
第5宮里 剛成（脊椎）

(膝・リウマチ) （脊椎） （膝・スポーツ） (膝・リウマチ)

新垣 寛 野原 博和 勝木 亮 野原 博和（脊椎）

12/5休診

古堅 隆司

（膝・スポーツ） （脊椎） （一般整形） （股関節）
第1勝木 亮（一般整形）
第3勝木 亮（一般整形）
第4古堅 隆司（股関節）
第5知念 弘（膝・ﾘｳﾏﾁ）

金谷　文則 安里 英樹（肩関節）

(手の外科) ※12/12・26のみ

午　後

古堅 隆司 新垣 寛 知念 弘 仲間 靖 宮里 剛成

野原 博和

（一般整形）

　

（股関節） （膝・スポーツ） (膝・リウマチ) （膝） （脊椎）

勝木 亮 古堅 隆司 仲間 靖 第1知念、第2新垣
第3古堅、第4宮里

第5野原（股関節） （膝） （脊椎）

金城 英雄

（脊椎）

【 外 　 科 】　（1階Bブロック）　　※内視鏡・肥満外科外来は予約のみとなります。

午　前

外科外来 髙江洲 享 大城 淳 我部 敦 大城 淳 澤岻 安勝

稲嶺 進
内視鏡

肥満外科 稲嶺 進(Aブロック) 稲嶺 進(Aブロック)

手 術 髙江洲 享 手 術 我部 敦午　後 澤岻 安勝

※ 裏に続きます　

前田 士郎（琉大）

相澤 直輝 砂川 澄人(琉大)
※診療開始は9：30～

アジャリ ラヒム アジャリ ラヒム 砂川 澄人(琉大)
※診療開始は9：30～

髙橋隆
※12/14再診予約のみ

難波 豊隆



【 婦 人 科（女性腹腔鏡センター） 】　（2階Cブロック）　※要予約

　　大浜第一病院 外来診療体制表（2019.12月）

【大腸・肛門外科 】　（1階Bブロック）

月 火 水 木 金 土

午　前 手 術 手 術 手 術

○ ○

仕垣 幸太郎 手 術 仕垣 幸太郎 仕垣 幸太郎

【 脳神経外科 】　（1階Aブロック）

午　前 百次 仁 百次 仁 小林 繁貴(琉大)
※12/14・28のみ

午　後 琉大輪番 百次 仁
※予約のみ

午　後

【コンチネンス外来 】　（1階Bブロック）

午　後 ○

午　前
(予約・紹介患者のみ）

手 術
徳嶺 辰彦

手 術
徳嶺 辰彦 上地 秀昭

午　後 手 術 手 術 手 術 予約のみ 手 術

黒田 周一 黒田 周一（注①）
（初診/紹介のみ） 黒田 周一 黒田 周一（注②）

髙橋 美奈子 上地 秀昭 髙橋 美奈子

黒田 周一 手 術
黒田 周一（注③）
手術
※16時から～

手 術 休 診

【 形成外科 】　（1階Bブロック）　※注①の受付時間８：００～９：３０　　注②の受付時間８：００～１０：３０　　注③の受付時間１５：３０まで

午　前 黒田 周一 黒田 周一

【 皮 膚 科 】　（1階Bブロック）　※受付人数：月～木曜日は25名、金曜日午前は20名に達しましたら受付を終了します。

午　前 髙橋 智佐子 髙橋 智佐子 髙橋 智佐子 髙橋 智佐子 髙橋 智佐子

午　後

我喜屋 宗久 我喜屋 宗久 琉大輪番

午　後 山口 さやか

我喜屋 宗久 手 術 我喜屋 宗久 我喜屋 宗久 我喜屋 宗久

【 泌尿器科 】 　（2階Cブロック）

午　前 我喜屋 宗久 手 術

【 眼　科 】　（2階Cブロック）

午　前 予約検査のみ
目取眞 興道
上原 千晶 手 術

目取眞 興道
上原 千晶

目取眞 興道
上原 千晶

第1・3・5　輪番
第2・4 休診

午　後

嘉鳥 信忠 嘉鳥 信忠 嘉鳥 信忠 嘉鳥 信忠

午　後
目取眞 興道
上原 千晶 予約検査のみ

目取眞 興道
上原 千晶 手 術 予約検査のみ

嘉鳥 信忠 手 術 手 術 嘉鳥 信忠

【眼形成眼窩外科 】　（1階Bブロック）　第３週【12/16(月)～12/21(土)】のみ。  1月の診療日は（1/14～18）となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※要予約（１週間前までに診療情報提供書、ＣＤ等の郵送お願い致します。）

午　前 嘉鳥 信忠 嘉鳥 信忠

【 ペインクリニック 】

午　前 太田 敏久 太田 敏久 太田 敏久 太田 敏久

午　後

第2・4 新谷 晃代
第1・3・5 休診

午　後 太田 敏久 太田 敏久 太田 敏久

新谷 晃代
新谷 晃代(手術)
仲本 道子(外来)

【 歯科・歯科口腔外科 】　※予約優先となります。

午　前
新谷 晃代
仲本 道子 新谷 晃代 仲本 道子 新谷 晃代

新谷 晃代
仲本 道子

  ※休 　 　診： 日曜日・祝祭日（但し、救急診療を行っております。） 

  ※救急診療： 内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科　２４時間受け付けしております。

☆H30年12月より「予約変更方法」が変わりました。下記の時間に専用ダイヤルへお電話ください。

　【専門電話】０９８-８６６-１１００　　【受付時間】１５：００～１７：００　（土・日、祝際日を除く）
※当日の予約変更、リハビリの予約変更、入院の予約変更につきましては、診療時間内に 代表番号　０９８-８６６-５１７１　にお掛けください。

  大浜第一病院 那覇市字天久１０００番地　ＴＥＬ（０９８）８６６-５１７１  ＦＡＸ（０９８）８６４-１８７４(代)  ＦＡＸ(０９８)８６９-４７２０（地域連携室） 

  ※受付時間： 月～金（午前８時～１１時　午後１時～４時　/土曜日（午前８時～１１時）

  ※診療時間： 月～金（午前９時～１２時３０分　午後２時～５時３０分）/土曜日（午前９時～１２時３０分） 

午　後
新谷 晃代
仲本 道子 新谷 晃代 仲西 奈穂
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