
 H30.12.1現在  
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考

午前 （山田病院：宮本伸也） 休診 休診 （岩手医大医師：鈴木利央登） （堀井洋祐） ※新患は紹介患者、再来は予約のみの診療
【3・17日】 【6・13・20日】 となります。

※紹介患者はかかりつけ医から地域医療福
午後 （岩手医大：秋山真親） （山田病院：宮本伸也） 祉連携室経由での紹介のみとなります。

午前 【消化器科疾患担当】
新患・再来（診察9：30から） 新患・再来 新患・再来 検査(外来休診) 新患・再来
（安部圭之輔） （安部圭之輔） （安部圭之輔） （菅原有子） ※木曜日は検査日のため休診となりま
（菅原有子） （菅原有子） （菅原有子） （沢口勢良） す。
（村上晶彦） （村上晶彦） （沢口勢良） （岩手医大：川崎啓祐）
（沢口勢良） （沢口勢良） （午後：村上晶彦）

（岩手医大医師） （岩手医大医師）
午後 検査 検査 検査 検査
午前 【内科疾患担当】 糖尿病代謝内科 糖尿病代謝内科 休診 休診 ※内科疾患：休診　予約有りの場合の

腎外来　【10・17日】 （岩手医大医師） （岩手医大医師） み内科系診療科にて診療となります。
※紹介患者のみ診療 ※紹介患者のみ診療 【5・19日】 ※糖尿病代謝内科について毎週月曜午
（中央：相馬淳） 糖尿病外来【4日】 後・火曜午前の診療。加えて隔週火曜

（遠野：長久保宇有） 午後・水曜午前の診療となります。い
午後 午後2時から 糖尿病代謝内科 休診 休診 休診 ずれも紹介患者はかかりつけ医から地

糖尿病代謝内科 （岩手医大医師） 域医療福祉連携室経由での紹介のみと
(岩手医大医師) 【4・18日】 なります。
※紹介患者のみ診療

午前 休診 休診 休診 新患・再来　受付10：00まで 休診
（岩手医大：西谷真来）
（日赤医師)

午前 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来
（臼井雄太） （佐々木航） （●前川裕子） （●前川裕子） （●前川裕子）
（岩手医大：大和田真玄） （岩手医大医師：高橋祐司） （臼井雄太） （佐々木航） （森岡英美）

午後 救急対応 検査 検査 検査 休診
ペースメーカー外来

午前 予約のみ 予約のみ 新患・再来 新患・再来 予約のみ
（●木澤英樹） （●木澤英樹） （●木澤英樹） （●木澤英樹） （●木澤英樹）

（盛岡友愛：小泉大造） （岩手医大：水野昌宣）
受付11：00まで 受付11：00まで 受付11：00まで 【6・20日】 受付11：00まで

精 神 科 午後 休診 休診 休診 新患・再来　　　受付15：00まで 休診 ※新患は入院患者のみとなります。
（三陸：三浦正之）

午前 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来
（●三浦邦彦） （●三浦邦彦） （●三浦邦彦） （●三浦邦彦） （●三浦邦彦）
（水間加奈子） （水間加奈子） （水間加奈子） （水間加奈子） （水間加奈子）

（岩手医大：平井大士）

腎臓外来 心臓外来(受付11：00まで) 血液外来 【7日】
（岩手医大：西見早映子） （療育セ：葛西健郎） （岩手医大：遠藤幹也）
【10日】

慢性疾患外来・検査 予防接種・検査 慢性疾患外来・検査 乳児検診・諸検査 検査
消化器外来
（岩手医大：佐々木美香）
第2・4木曜日午後【13・27日】

免疫外来(偶数月) 受付13：00から14：00まで
（岩手医大：和田泰格） 神経外来
【17日】 （岩手医大：亀井淳）
受付13：00から15：00まで 受付13：00から14：00まで 受付13：00から15：00まで 第3木曜日【20日】

検診
午前 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来

（石川徹） （藤社勉） （岩手医大医師） （石川徹） （藤社勉）
（阿部薫） （佐々木秀策） （佐々木秀策） （阿部薫）

（野田芳範）【4・11・18日】 呼吸器外科【14日】
呼吸器外科【25日】 （岩手医大：齊藤元）
（岩手医大：齊藤元）

午後 手術 手術 手術 手術 手術
小児外科【17日】 ストーマ外来
（岩手医大：水野大） 第2.4水曜午後予約制

午後 新患・再来 休診 休診 休診 休診
（岩手医大医師）
診療時間13：30～15：30

午前 新患・再来予約のみ 新患・再来予約のみ 手術(外来休診) 新患・再来予約のみ 新患・再来予約のみ
（●白倉義博） （●白倉義博） （●白倉義博） （●白倉義博）

（安見雄司） （安見雄司）
リウマチ外来【10・17日】 要（問合せ平日14～17時外来へ）
（岩手医大：安藤貴信）
（完全予約制） 10:00から診療開始
受付10：00まで 受付10：00まで 受付10：00まで 受付10：00まで

午後 手術 手術 手術 手術 手術
午前 休診 休診 新患・再来 手術(外来休診) 新患・再来 ※木曜日は手術のため休診となりま

(●鈴木偉彦) （岩手医大医師） (●鈴木偉彦) す。
受付8：30から11：00まで 受付8：30から11：00まで

午後 新患・再来 再来(再来は予約のみ) 休診 手術・病棟(外来休診) 休診
（●鈴木偉彦） (●鈴木偉彦)
受付13：00から15：00まで 13：00から13：30まで

午前 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来
（●奥口卓） (●奥口卓) (●奥口卓) (●奥口卓) (●奥口卓)
受付11：00まで 受付11：00まで 受付11：00まで 受付11：00まで 受付11：00まで

午後 検査・手術 病棟 検査・手術 検査・手術 検査・手術
午前 新患・再来 休診 休診 休診 新患・再来

（岩手医大医師） （岩手医大医師）
受付11：00まで 受付11：00まで

午後 休診 休診 休診 休診 休診
午前 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 新患・再来 　　

 (●尾張幸久)　(井藤綾人)  (●尾張幸久)　(井藤綾人) (●尾張幸久)  (●尾張幸久)　(井藤綾人)  (●尾張幸久)　(井藤綾人)

午後 検査・手術 手術 検査・手術 検査 検査
午前 新患・再来　　助産師外来 新患・再来　　助産師外来 新患・再来　　助産師外来 新患・再来　　助産師外来 新患・再来　　助産師外来 ※リンパ浮腫外来は予約のみの診療と

（小原剛） （小原剛） （小原剛） （小原剛）（深川智之） （小原剛） なります。
（深川智之） （岩手医大：福島明宗） （善積昇）【5・19日】 （岩手医大医師） ※助産師外来は要予約

【6・20・27日】
午後 助産師外来（産褥） 手術 手術 助産師外来(産褥) 手術

リンパ浮腫外来 リンパ浮腫外来 助産師外来(産褥)
（善積昇）【4・18日】

助産師外来(産褥)
午前 休診 新患・再来 休診 休診 休診 ※新患は紹介患者のみとなります。

（岩手医大医師）

受付10:00まで
午前 休診 （新患・再来） 休診 （新患・再来） 休診

（岩手医大医師） （岩手医大医師）
午前 （再来） （再来） （再来） （再来） 新患・（再来）・治療

（岩手医大医師）

午後 （再来）　　　　　　　　 検査 （再来） 検査・治療（岩手医大医師） （再来）
午後 休診 休診 麻酔科（ペインクリニック） 休診 休診

（中央病院医師）　
受付16：00まで

 注） 午後に新患、再来としている診療科以外は手術、検査、入院診療のため、薬のみの受付は出来ませんのでご了承下さい。

麻酔科
（ペインク
リニック）

泌尿器科

産婦人科

眼  科

耳鼻いんこう科 ※紹介患者優先の診療となります。

放射線科

※新患は紹介患者のみとなります。
＜完全予約制＞
※再診は、新患受診後放射線治療が開始された患
者が対象となります。

※新患は『外傷による救急患者』
『紹介患者』のみ受付となります。
※再来受診希望の場合は事前予約必

※水曜日は手術のため休診となりま
す。

形成外科

脳神経外科

※新患は紹介患者のみとなります。
※10：00から診療開始

皮 膚 科

※完全予約制
※紹介患者はかかりつけ医から地域医
療福祉連携室を経由しての紹介のみと
なります。

整形外科

小児科
午後

　乳児１ヶ月・３ヶ月・６ヶ月・９ヶ月検診　毎週木曜日（13：00から14：00まで）

外  科

心臓血管外科

神経内科

※新患は紹介患者のみ（水・木曜日）
※月・火・金曜日は予約のみの診療と
なります。
※11:00から診療開始

    岩手県立宮古病院診療科の外来診療予定  (新患・再来受付時間　午前８時から11時30分）　●診療科代表 

診 療 科

呼吸器科

消化器科

※消化器科疾患：新患は紹介患者、再
来は予約のみの診療となります。

　専門内科

（糖尿病代
謝内科・
腎臓内科・
内科<Ⅰ型糖
尿病>）

血液内科

※完全予約制
※紹介患者はかかりつけ医から地域医
療福祉連携室経由での紹介のみとなり
ます。緊急での紹介は対応不可

循環器科

※新患は紹介患者のみ（午前のみ）、
再来は予約のみとなります。



　各診療科の診療は下記の時間帯で行っておりますのでよろしくお願いします。

診療科 時間 月 火 水 木 金 受付終了 特殊外来・その他 受付

呼吸器科
午前
午後 ○ ○ ○ 11:30

新患は紹介患者、再来は予約のみ
※紹介患者はかかりつけ医から地域医療福祉連携室経由での紹介のみとなります。
※金曜日は再来のみの診療となる。

消化器科 午前 ※○ ○ ○ ※検査 ○ 11:30
新患は紹介患者、再来は予約のみ
※月曜日の消化器科は9：30～診療開始
※毎週木曜日は検査日のため休診となる。

午前 ※○ ※○ 10:00

午後 ※○ ※○ 15:00

腎臓内科 午前 ※○ 11:30 ※紹介患者のみ【10・17日】

内科
（Ⅰ型糖尿病）

午前 ※○ ※第１火曜日のみ　【4日】

血液内科 午前 ○ 10:00
※完全予約制
※紹介患者はかかりつけ医から地域医療福祉連携室を経由しての紹
介のみ。緊急での紹介は対応不可

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:30

午後 検査 検査 検査

神経内科 午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:00 新患は紹介患者のみ（水・木曜日）
月・火・金曜日は予約のみ（11:00～診療開始）

受付
④

精神科 午後 ○ 15:00 新患は入院患者のみの対応
受付
①

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:30
慢性疾患外来 予防接種 慢性疾患外来 乳児健診 検査

外　科 午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:30
呼吸器外科（月2回　8：30～11：30）【14日(金)・25日(火)】
小児外科（月1回　14：00～15：00）【17日（月）】
ストーマ外来（第2・4水曜日午後：予約制）

受付
②・③

整形外科 午前 ※○ ○ 手術 ○ ○ 10:00

新患は『外傷による救急患者』『紹介患者』のみ受付※月曜日は『外傷による
救急患者』のみ。再来受診希望は事前予約必要（問合せ平日14～17時外来
へ）
リウマチ外来（完全予約制）【10・17日】※毎週水曜日は手術のため休診とな
る。

受付
④

午前 ○ 手術 ○ 11:00

午後 ○ ○ 手術 15:00

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:00

午後
検査
手術

病棟
検査
手術

検査
手術

検査
手術

皮膚科 午前 ○ ○ 11:00
※完全予約制
※紹介患者はかかりつけ医から地域医療福祉連携室を経由しての紹介のみ
となる。

○ ○ ○ ○ ○
助産師外来
（妊娠）

助産師外来
（妊娠）

助産師外来
（妊娠）

助産師外来
（妊娠）

助産師外来
（妊娠）

午後 助産師外来
（産褥）

手術
リンパ浮腫
外来

助産師外来
（産褥）

手術
リンパ浮腫

外来
助産師外来
（産褥）

助産師外来
（産褥）

手術
助産師外来
（産褥）

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11:30

午後
検査
手術 手術

検査
手術 検査 検査

眼　科 午前 ※○ 10:00 ※新患は紹介患者のみ

午前 ※○ ※○ ※○ ※○ ○ 11:30
午後 ※○ 検査 ※○ 検査・治療 ※○

耳鼻
いんこう科

午前 〇 〇 11:00 紹介患者優先の診療となる。
10：00～診療開始

麻酔科
（ペインクリニック）

午後 ○ 16:00 12：00～受付開始

受付
②・③

放射線科
新患は紹介患者のみ＜完全予約制＞
※再来は、新患受診後放射線治療が開始された患者が対象となる。

受付
⑤

受付
②・③

産婦人科

午前 11:30
リンパ浮腫外来は予約のみ
助産師外来（産褥）は要予約

泌尿器科
受付
④

形成外科
火曜日午後の再来は予約のみ（受付は13：00～13：30）
フットケア外来（毎週水曜日　予約制）

受付
⑤

脳神経外科

新患は紹介患者のみ
10：00～診療開始 受付

④

小児科

心臓外来（受付は11：00まで）【6・13・20・27日】
慢性疾患外来（受付は13：00～15：00）
血液外来（金曜日午前）【7日】
消化器外来（第2・4木曜日午後）【13・27日】
腎臓外来（月曜日）【10日】
神経外来（第3木曜日）【20日】
免疫外来(偶数月第3月曜日受付は13：00～15：00）【17日】

受付
⑤午後 14:00乳児1・3・6・9ヶ月検診

（毎週木曜日13：00～14：00）

　平成30年度宮古病院診療体制　　―各診療科の診療案内―　　（○は診療可能）　　H30.12.1現在

受付
①

糖尿病代謝
内科

※毎週月曜日午後・火曜日午前※火曜午後・水曜午前【月2回】
※紹介患者はかかりつけ医から地域医療福祉連携室を経由しての予
約のみ

循環器科 新患は紹介患者のみ（午前のみ）、再来は予約のみ


