
診療科目 月 火 水 木 金 土

古城 卓真
山下 和

大塚 薫行
春田 隆秀

大納 伸人 大納 伸人 大納 伸人
中嶋 秀人詞 中嶋 秀人詞 吉満 誠

堀之内 史郎 堀之内 史郎 平峯 靖也 今中 大 堀之内 史郎 柴藤 俊彦⑫㉖
井戸 章雄⑭㉘ 今中 大 堀之内 史郎 堀之内 史郎 佐々木 文郷 今中 大⑤⑲㉖

軸屋 賢一 熊谷 公太郎 橋元 慎一 森内 昭博⑲

東福 勝徳 池田 大輔 池田 大輔 池田 大輔 池田 大輔
古賀 敬史 東福 勝徳 安田 幸一 東福 勝徳 古賀 敬史

福島 好一 福島 好一
川井田 秀文 眞田 雅人④⑱

奥家 信宏 奥家 信宏 奥家 信宏
渕田 亜沙子 渕田 亜沙子 渕田 亜沙子

奥家 信宏 奥家 信宏 奥家 信宏
渕田 亜沙子 渕田 亜沙子 渕田 亜沙子

白濵 浩司

【受付時間】午前 8:30～11:00　午後 休診（午後診療は予約以外は休診となります。）※急患の場合この限りではありません。
※一般内科以外は必ずご予約の上、ご来院ください。
※かかりつけ医のある方は、必ず紹介状をご持参ください。（紹介状をご持参の場合もご予約が必要となります。）
予約・変更・お問い合わせ

医療法人 青仁会 池田病院 〒893-0024　鹿児島県鹿屋市下祓川町1830番地
http://www.ikeda-hp.com

歯科 奥家 信宏 奥家 信宏

救急科 田中　誠 田中　誠 田中　誠 富士川 浩祥 田中　誠

乳腺外科 舩迫 和 舩迫 和 舩迫 和 舩迫 和④⑱ 舩迫 和

放射線科
(画像診断)

宮川 勝也 宮川 勝也 宮川 勝也 宮川 勝也

川津 学㉖

整形外科 前田 和彦 前田 和彦 担当医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋

呼吸器外科 横枕 直哉⑧㉒

脳神経外科
脳･血管内科

富士川 浩祥

歯科 奥家 信宏 奥家 信宏

午
後

血液内科 中嶋 秀人詞 吉満 誠

外科 白濵 浩司 白濵 浩司

循環器内科 東福 勝徳 東福 勝徳 古賀 敬史

宮川 勝也

乳腺外科 舩迫 和 舩迫 和 舩迫 和 舩迫 和 舩迫 和

放射線科
(画像診断)

宮川 勝也 宮川 勝也 宮川 勝也 宮川 勝也

脊椎･脊髄外科 山畑 仁志⑱

川津 学㉖

整形外科 福島 好一 栫 博則⑧㉒ 瀬戸口 啓夫⑨㉓ 担当医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋 鶴川 俊洋

脳神経外科
脳･血管内科

富士川 浩祥 富士川 浩祥

糖尿病内科 大保 祟彦 上久保 定一郎⑰ 西牟田 浩

呼吸器外科 武田 亜矢①⑮㉙

消化器内科
（肝臓内科）

呼吸器内科 寒川 卓哉 上野 史朗 寒川 卓哉 上野 史朗

循環器内科 東福 勝徳

池田 徹 吉留 悦男

野﨑 剛㉖

血液内科 大納 伸人 中嶋 秀人詞

脳神経内科 武井　潤 岩田 真一（不定期） 岩田 真一

腎炎専門外来 古城 卓真

池田 賢一⑤⑲

池田病院 外来診療表 令和2年12月号

午
前

総合内科 岩田 大輝 池田 大輔 板山 雄亮 田中 誠 白濵 浩司 安田幸一

吉留 悦男

透析内科
古城 卓真 山下 和 古城 卓真

山下 和
大塚 薫行

古城 卓真 山下 和
大塚 薫行
春田 隆秀大塚 薫行 大塚 薫行 山下 和

腎臓内科 吉留 悦男 吉留 悦男 池田 徹

健康診断・人間ドック
☎：0994-40-8782

（乳がん検診も承ります。）

外来診療予約･変更
☎：0994-45-5278

📠：0994-45-5259

池田病院

歯科
☎：0994-43-6468

放射線科
☎：0994-45-5163

📠：0994-45-5271


