
　　　　　　　　　　　　　外　来　診　療　日　程　表　　　　　　（10月 1日現在）
　　初診受付および予約外の診療受付は、午前 8 時から午前 11 時までとなっています

診療科　　　　　　　　　曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

内　科
循環器内科 （ 消化器内科 ）

1 診 白石 杉原 杉原 佐々木 佐々木
2 診 椎木（しいき） 松倉 椎木 椎木 松倉
3 診 松島 松島 白石 前川
4 診 浅田（消化器） 林 林 林
初診 田邊（たなべ） 吉原 川島 小林

午後
ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来

松倉（予約）
第２月曜（午後２～３時）

腎臓外来
椎木（予約）

毎週（午後２～３時）

糖尿病教室
指定日（午後2時30分～）
北館 2 階　栄養指導室

禁煙外来
予約制（午後2時～）

外　科 中辻 越智（おち） 中辻 中辻 中辻

婦人科 午前 休診 南渕（なぶち） 南渕 休診 南渕
午後 更年期外来（予約） 更年期外来（予約）

整形外科
※  1 診は奈良肩・肘セン

ターを兼ねています。

1 診 水掫（もんどり）（予約）【午前】水掫（予約） 仲川（一部予約） 水掫（一部予約） 仲川（予約）
2 診 竹嶋（一部予約） 竹嶋（予約） 奥本（一部予約） 井上（予約） 奥本（予約）
3 診 【午前】花房（一部予約） 門野（予約） 【2・4 週】島岡（予約） 澤井（一部予約） 江川（一部予約）
4 診 澤井（予約） 島岡（一部予約） 池田（予約） 井上（一部予約）
5 診 池田（一部予約） 【午後】酒本（一部予約） 【午後】仲川（予約）

耳鼻いんこう科
木村

休診 伊藤 休診 金田
第２金曜のみ午前 10 時から診察補聴器外来

第２-4月曜（午前中-予約)

眼　科 1 診 安森（やすもり） 安森 担当医 丸岡　※受付：
午前 10 時 30 分まで 安森

皮膚科 午前 宮川 白井 休診 休診 正畠（しょうばたけ）

神経内科 1 診 拾尾（じゅうお） 拾尾（新患） 塩田 拾尾 拾尾
特別外来 【午後】( 予約 ) 【午後】( 予約 ) 【午後】( 予約 ) 【午後】( 予約 )

泌尿器科 夏目修 夏目修 夏目修 夏目修（新患）
※受付：午前 10 時 30 分まで 中井

小児科 午前・午後 岸本 矢田 岸本 岸本 岸本
予防接種（午後1時～2時） 予約 予約 予約 発達相談外来

（予約）午後１時～２時 予約
◎腎透析については、内科外来で受付しています。
◎小児科の診察は、小児科予約システムで予約が可能です。また、午後診察は、午後 2 時から開始、受付時間は午後 1 時～ 4 時です。
◎整形外科に限り、当日の 8 時 30 分～ 10 時までの間に、午後からの診察を電話予約することができます。（予約人数には、限りがあります）

○医療事務職（正職員）１名
　対象 者：昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれ、3 年以上の医事

業務経験があり、かつ、平成 29 年 4 月から就労できる人　
　採用試験：筆記試験・小論文・面接
　試験日：後日通知します。
　提出書類：11 月 15 日（火）までに履歴書

○薬剤師（正職員）1名
　対象 者：昭和 52 年４月２日以降に生まれ、資格を有する人。

または平成 29 年に実施される国家試験により薬剤師の資
格を取得する見込みで、平成 29 年４月から就労できる人　

　採用試験：小論文・面接　試験日：後日通知します。
　提出書類：11 月 15 日（火）までに履歴書、資格証明書　
　　　の写し（免許見込者は卒業見込証明書、成績証明書）

○看護師（パート）若干名
○看護助手（パート）若干名　も募集中です。
※ 試験日については、後日連絡します。詳しくは、お問い

合わせください。
問経営企画課（土・日・祝を除く午前９時～午後５時）

　患者さんに面会されるときは、面会時間を厳守してください。
　面会時間　午後 1時～ 7時まで 
〇 患者さんは、面会のために疲れたり容態を悪くされること

がありますので、なるべく短時間にお願いします。
〇症状によっては面会をお断りする場合があります。
〇他の方の迷惑にならないように、お静かにお願いします。
〇 公衆衛生上、乳幼児の同伴、多人数での面会はご遠慮くだ

さい。 
�病院の敷地内では、全面禁煙で飲酒も固くお断り
していますので、ご協力をお願いします。
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■市立病院職員募集（随時採用）

病院の休診日：
土・日・祝日・年末年始

■糖尿病教室のご案内
【10月の予定】
 6 日（木） 糖尿病の治療　　～食事療法～ （第２回）
 13 日（木） 糖尿病の治療　　～薬物療法～ （第 3 回）
 20 日（木） 糖尿病の治療　　～運動療法～ （第 4 回）
 27 日（木） 糖尿病の合併症 （第 5 回）

【時間】午後 2 時 30 分～【開催場所】北館２階栄養指導室

■入院患者さんとのご面会について


