
 ・・・前回からの変更箇所 鳥取県立中央病院　

階 カウンター 診察室名 診療科名称 月 火 水 木 金 備       考

小児１ 小児科１ 宇都宮 堂本 萩元 田村 倉信

小児２ 小児科２ 木村 坂口 宇都宮/堂本 吉野

小児３ 小児科３
倉信
(心臓)

前岡
（第３午後、療育）

田村
（第１・３午後）

小児６ 小児科６
前垣

（第３､神経）
戸川

（神経）
戸川

（神経）
黒田

（午後）
黒田  初診は金曜のみ

A02 形成外科１ ☆坂井(重)

A03 形成外科２ ☆坂井(香) 坂井(香) 坂井(香)

A04 精神科１ 松尾 松尾 松尾
松尾

(午後)　幡
松尾  完全予約制

B02 脳神経外科１ 田渕 ☆髙見 ☆田渕 ☆交代医 交代医

B03 脳神経外科２ ☆長尾 吉岡 坂本/神部 ☆吉岡

B07 脳神経内科１ 下田（学） 下田（学） 下田（光） 下田（学）

B06 脳神経内科２ 増田 寺岡 増田 中村 中村

B05 脳神経内科３ ★井上  ★第３金曜日のみ、てんかん外来

眼１ 眼科１ ☆伊藤 ☆伊藤

眼２ 眼科２ ☆谷口 ☆谷口 ☆森山

B11 泌尿器科１ 川本 川本 川本

B12 泌尿器科２ 村岡 ☆村岡 ☆村岡 ☆村岡 村岡

B13 泌尿器科３ 山根 山根 山根

B19 麻酔科２

C02 皮膚科１ ☆後藤 ☆後藤 ☆後藤 ☆後藤 ☆石原

C04 皮膚科２ ☆石原 ☆石原

C05 整形外科１ 村田 村田 中村

C06 整形外科２ ☆交代医 山下 ☆交代医

C07 整形外科３ 村上 村岡 ☆交代医 村上 村岡

B16 放射線科１ 松本 中村 中村 ☆松末 ☆井上

B17 放射線科２ 松本 松本

２ ２８ 1 放射線治療室 谷野 谷野 谷野 谷野

C12 血液内科１ ☆藤本 田中 ☆田中 小村 ☆小村

C13 血液内科２ 橋本 ☆藤本 ☆橋本

C14 リウマチ・膠原病内科 ☆長谷川 長谷川 ☆長谷川 長谷川

C15 糖尿病・内分泌・代謝内科１ ☆村尾 ☆高橋 ☆村尾 村尾 ☆高橋

C16 糖尿病・内分泌・代謝内科２ 楢崎 楢崎 楢崎 ☆高橋/楢崎 楢崎

D02 総合内科１ ☆永水 ☆遠藤 ☆古屋 ☆岡本 ☆橋本

D03 総合内科２ 岡本 橋本 遠藤

D05 緩和ケア内科 浦川 浦川 浦川 浦川  火・木曜日の午後２時からと、午後３時から入棟面談を１枠ずつ

D06 呼吸器内科１ ☆杉本 ☆森山 ☆松下 ☆澄川 ☆上田

D07 呼吸器内科２ 澄川 上田 杉本

呼吸器内科３ 松下 森山

腫瘍内科 陶山

口外１ 歯科・口腔外科１ 木谷 木谷 木谷 木谷 木谷

口外２ 歯科・口腔外科２ 大淵 大淵 大淵 大淵 大淵

口外３ 歯科・口腔外科３ 加納 加納 加納 加納 加納

D12 消化器内科１ ☆柳谷 ☆岩本 ☆田中 ☆前田 ☆岡田

D13 消化器内科２ ☆岡本 柳谷 ☆三鴨 ☆濱本 岡本

D14 消化器内科３ 田中 三鴨 前田 岡田 岩本

D15 消化器内科４ 濱本

D16 宗村（再診） 宗村（初診・再診） 宗村（再診） 宗村（初診・再診） 宗村（再診）

E07 寳意（初診・再診） 寳意（再診） 寳意（初診・再診） 寳意（再診）

D17 小川(再診） 小川（初診・再診） 小川(再診） 小川（初診・再診）

E02 消化器外科１ 蘆田 尾﨑 建部 多田 内仲

E03 消化器外科２ 和田 織原

E04 消化器外科３ 廣岡

耳鼻１ 耳鼻いんこう科１ ☆麻木 ☆松田 ☆麻木 ☆松尾

耳鼻２ 耳鼻いんこう科２ 松田 松田

E12 心臓内科１ 吉田 那須 ☆赤坂 ☆吉田 吉田

E13 心臓内科２ ☆樋口 ☆小倉 樋口 小倉 ☆那須

E14 心臓内科３ 那須 赤坂

E16 心臓血管外科１ ☆藤原 ☆宮坂

E17 心臓血管外科２ 坂口

E19 呼吸器・乳腺・内分泌外科１ ☆田中 ☆前田 ☆田中 ☆前田

E20 呼吸器・乳腺・内分泌外科２ ☆城所 ☆野坂

F02 産婦人科１
（午前）☆〇上垣

（午後）遺伝
☆○竹中

(午後)産後健診（医師）

（午前）☆○野中
（午後）不妊

☆○荒田
（午前）☆○山根

（午後）不妊

F05 産婦人科２ 荒田 上垣
（午後）化学療法

山根 野中
（午後）化学療法

竹中

（午前）荒田/高橋

（午後）高橋

F12 産婦人科４ 山根 野中 高橋 上垣 高橋/荒田

救急科

人間ドック 根本 根本 根本 杉本 村尾

３ 病理診断科・臨床検査科 徳安 中本・小田
　＊初診は☆印の医師が担当します。　神経内科、小児科、外科、小児外科、歯科・口腔外科は特に指定はありません。

〒680-0901 患者支援センター　地域連携部門   平日　８：３０～１８：００

鳥取市江津７３０番地 　　                                                           ＴＥＬ（直通）０８５７－２１－８５０１
ＴＥＬ(代表）０８５７－２６－２２７１ 　　                                                           ＦＡＸ（直通）０８５７－２１－８５０７
中央病院ホームページでは、最新版を掲載しています 　　                                                           Ｅ－ｍａｉｌ　chubyo-chiren@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/279900.htm 　                                                          休日および平日の時間外

　　                                                           ＦＡＸ（救急外来）０８５７－２１－８４６１

３０

 完全予約制。急患の場合、問い合わせ
 初診は月・水のみ
 火・木は手術のため休診

 初診は紹介状が必要
 月１診： 再診
 月２診： 院内紹介、当日受診、再診、院外紹介
 火は手術日のため代診ないし休診の場合あり
 坂本医師は第１・第３水曜日、神部医師は第２水曜日

R4.11.15　現在     最新版はホームページに掲載しています。               外来診療日程（令和４年１２月）

２ ２１

 ３診、６診は完全予約制

小児外科

３２

 原則予約のみ

 原則予約のみ

D08

 初診は原則紹介状と予約が必要
 再診も原則予約が必要
 水・木曜日の午後は入院下手術
 月・火・金曜日の午後は主に外来手術

 初診は原則紹介状が必要
 ○印の医師は患者支援ｾﾝﾀｰ（地域連携部門）を通した紹介患者を診察
 専門外来： 月～金の午後（要予約）
 ３診は妊婦健診
 ４診は子宮がん検診、予約外

 完全予約制　紹介状持参でも予約のみ
 水曜日は手術のため休診

 月曜日1診：初診は紹介状と予約が必要
 木曜日：初診は紹介状が必要

 完全予約制

 初診は原則紹介状が必要です。
 月・金曜日は手術日のため休診の場合があります
 （急患の対応については御相談ください）

 完全予約制
 火・水の紹介は院内放射線治療及びIVRのみ
 月・木・金の松本医師の紹介は院内IVRのみ
 月・木・金の谷野医師の紹介は院内放射線治療のみ

 初診は原則紹介状が必要
（月・水・金は事前予約ないしは当日11時まで、
　火・木は事前予約のみ）

 初診は原則紹介状が必要です

２

専門外来（要予約）

３３

※　時間内救急は、救急集中治療科の医師が担当します。

F09 産婦人科３ 高橋 荒田
（午前）竹中

（午後）ﾊｲﾘｽｸ 山根

腎臓内科  原則予約のみ

３１

３

３

３４

 初診は紹介状が必要
 ペースメーカー外来：木曜日午前（小倉医師）

 火・木のみ
 手術の紹介は午後のみ

 金は予約のみ
 手術の紹介は午後のみ

専 門 外 来 名  曜  日 担当医 専 門 外 来 名  曜  日 担当医 専 門 外 来 名  曜  日 担当医

造血幹細胞移植後
フォローアップ外来

 水・木曜日 午前 田中孝・小村  胎児スクリーニング  月・火・金曜日　午前 荒田・高橋

 脳腫瘍外来  第２水曜日 神部  臨床遺伝外来  月曜日　午後 高橋

がんゲノム外来  金曜日 午後 交代医  加齢黄斑変性  月・木曜日 午後 伊藤  不 妊  水・金曜日 午後 山根・上垣

 脳血管内治療  第１・第３水曜日 坂本 ハイリスク妊婦外来  水曜日 午後 荒田  化学療法外来  火・木曜日 午後 交代医

 ペースメーカー 小倉 木：8時30分～11時


