
   2022年5⽉　春陽会中央病院　診療予定表
月 火 水 木 ⾦ 土
2日 3日 4日 5日 6日 7日

午前 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 稻留 ⾠郎・寺⼭ 星 深井 敦大
午後 稻留 ⾠郎・齋藤 嘉信 寺⼭ 星

一般内科 向井 尊 向井 尊 菅谷 睦
循環器内科 余 波 余 波
消化器内科

糖尿病
皮膚科 ⼭筋　好子 多田　浩一

神経内科 10:00〜
14:00 杉⼭　雄亮

9日 10日 11日 12日 13日 14日
午前 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 寺⼭ 星・齋藤 嘉信・河原三四郎 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 稻留 ⾠郎・渡辺 聖也 寺⼭ 星 齋藤 嘉信
午後 稻留 ⾠郎・齋藤 嘉信 渡辺 聖也 上園 茂仁 上園 茂仁 寺⼭ 星

一般内科 向井 尊 向井 尊 担当医 向井 尊 向井 尊 濱島 政樹
循環器内科 余 波 余 波 余 波 余 波
消化器内科 池田 正和 池田 正和 池田 正和

糖尿病 上園 春海
皮膚科 多田　浩一 馬場　直子

リウマチ・膠原病
16日 17日 18日 19日 20日 21日

午前 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 寺⼭ 星・齋藤 嘉信 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 渡辺 聖也 渡辺 聖也・河原三四郎 深井 敦大
午後 稻留 ⾠郎・齋藤 嘉信 渡辺 聖也 上園 茂仁 上園 茂仁 河原三四郎 午前　 8:30~12:30

一般内科 向井 尊 向井 尊 担当医 向井 尊 向井 尊 菅谷 睦
循環器内科 余 波 余 波 余 波 余 波
消化器内科 池田 正和 池田 正和 池田 正和 大腸ファイバー検査

中嶋　考司
糖尿病
皮膚科 指宿　敦子 川平　尚生

リウマチ・膠原病 榮樂 隆一
脳外科 佐藤元彦

23日 24日 25日 26日 27日 28日
午前 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 齋藤 嘉信・河原三四郎 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 稻留 ⾠郎・渡辺 聖也 稻留 ⾠郎・寺⼭ 星 渡辺 聖也
午後 稻留 ⾠郎・齋藤 嘉信 渡辺 聖也 上園 茂仁 上園 茂仁 齋藤 嘉信

一般内科 向井 尊 向井 尊 担当医 向井 尊 向井 尊 担当医
循環器内科 余 波 余 波 余 波 余 波 余 波
消化器内科 池田 正和 池田 正和 池田 正和

糖尿病 上園 春海 上園 春海
皮膚科 上塘 陽子 吉崎　愛

リウマチ・膠原病

神経内科 11:00〜
14:00 作石　かおり

30日 31日 1日 2日 3日 4日
午前 稻留 ⾠郎・上園 茂仁 寺⼭ 星・齋藤 嘉信・河原三四郎
午後 稻留 ⾠郎・齋藤 嘉信 渡辺 聖也

一般内科 向井 尊 向井 尊
循環器内科 余 波
消化器内科 池田 正和

糖尿病
皮膚科 ⼭筋　好子

リウマチ・膠原病

 TEL︓0994-65-1170
〒893-1207　⿅児島県肝属郡肝付町新富485番地

【お問い合わせ先】　医療法⼈社団春陽会　春陽会中央病院 FAX︓65-1160

      （受付12:00まで）

整形外科

整形外科

　※初診：紹介患者様のみ
　　 再診：予約制
　　 土曜日は、受付が
　　 15:30まで、診察は
　   16:00で終了です。

整形外科

午後　14:00~17:30
      （受付16:30まで）

整形外科
【整形外科】

　※予約をされた患者様
　 　を優先しております。
   　ご紹介頂く際は電話
 　　等でご連絡をお願い
　   いたします。

整形外科 【皮膚科】

各科診療
について

診療時間

休 診

※ 急患はいつでも受付い
たします。

※ 医師予定は、都合により
変更になる場合があります。

※ 受付時間は、各科診療
の状況にって変更になる場
合があります。

事前にお問い合わせをお願い
します。

日曜、祝日,土曜午後
（年末年始）


