
【北海道】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

北海道がんセンター 011-811-9111 https://hokkaido-cc.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（他院紹介及び再診）の⽅の診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※原則、かかりつけの⽅のみです。

北海道医療センター 011-611-8111 https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
他院紹介及び再診の⽅の診療を⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※詳細は決まり次第HP等でご案内いたします。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間、⼟⽇祝⽇と同様に⾏っています。

函館病院 0138-51-6281 https://hnh-hosp.jp

特定診療科の外来診療 5/2(⽊)、5/3(⾦)、5/6(⽉) 予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
※全診療科、午前中に⾏っています。

救急診療 4/28(⽇) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

旭川医療センター 0166-51-3161 https://asahikawa.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)
初診及び再診の⽅の診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※受付時間 8:30〜11:30　予約・急患は随時⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※上川中部圏域病院群輪番制事業に基づき⾏っています。

帯広病院 0155-33-3155 https://www.obihiro-hosp.org/about/

4/28(⽇)、5/1(⽔)、5/4(⼟) 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※精神科救急医療を⾏っています。(輪番制)

GW期間全⽇ 他院紹介の⽅の緊急⼿術を⾏っています。
※⼼臓⾎管外、・循環器内科

外来透析
4/27(⼟)、4/29(⽉)、
4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)、
5/3(⾦)、5/4(⼟)、5/6(⽉)

予約（再診）の⽅の透析を⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⼋雲病院 0137-63-2126 https://yakumo.hosp.go.jp/

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
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備考

診療内容 診療⽇
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【⻘森県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

弘前病院 0172-32-4311 http://www.aoi-mori.net/~hirosaki/

救急診療

内科︓
4/29(⽉)、5/1(⽔)、5/3(⾦)、
5/5(⽇)
外科︓
4/27(⼟)、4/28(⽇)、
4/30(⽕)、5/3(⾦)、5/4(⼟)
⼩児科(予定)︓
4/27(⼟)、5/1(⽔)、
5/3(⾦)、5/6(⽉)

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※第⼆次救急輪番を⾏っています。
※診療時間は８︓３０〜翌⽇の８︓３０です。

⼋⼾病院 0178-45-6111 https://hachinohe.hosp.go.jp/

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⻘森病院 0172-62-4055 https://aomori.hosp.go.jp/

救急診療 ⼩児科輪番当番⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※救急告⽰による⼩児科輪番対応を当番⽇に⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【岩⼿県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

盛岡医療センター 019-647-2195 https://morioka.hosp.go.jp

救急診療 詳細が決まり次第ホームページ等
で

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼆次救急病院です。（内科・整形外科）

花巻病院 0198-24-0511 https://hanamaki.hosp.go.jp

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

岩⼿病院 0191-25-2221 https://iwate.hosp.go.jp/

救急診療 救急輪番当番⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

釜⽯病院 0193-23-7111 http://www.nhokamaishi.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊)
他院紹介及び再診の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※内科:11時〜12時　⼩児科:9時〜12時
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【宮城県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

仙台医療センター 022-293-1111 https://nsmc.hosp.go.jp/

救急診療 5/2(⽊)〜5/6(⽉)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※病院移転に伴い、条件付での受⼊となります。
※病院移転により、4/27-5/1は受⼊はいたしかねます。

仙台⻄多賀病院 022-245-2111 https://sendainishitaga.hosp.go.jp/

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。
⼿術後、⼿術前の検査等 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

宮城病院 0223-37-1131 http://mnh.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【秋⽥県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

あきた病院 0184-73-2002 https://akita.hosp.go.jp/

短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
対象者︓重症⼼⾝障害児（者）で、4⽉26⽇までに予約を頂いた⽅

【⼭形県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⼭形病院 023-684-5566 https://yamagata.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
※脳神経内科、リハビリテーション科、てんかん外来

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⽶沢病院 0238-22-3210 https://yonezawa.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
初診の⽅は事前にお電話でご確認ください。
※診療時間8:30〜17:15
※受付時間8:30〜11:30
　（急患は、この限りではありません。お電話でご確認ください。）

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

【福島県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

福島病院 0248-75-2131 https://fukushima.hosp.go.jp/

短期⼊所・⽇中⼀時⽀援 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※重症⼼⾝障害児（者）で⽀援サービスの認定を受けている⽅

レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※対象者︓重症⼼⾝障害児（者）
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【福島県（続き）】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

いわき病院 0246-88-7101 http://iwaki-hosp.jp/

特定診療科の外来診療 5/1(⽔)
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
※内科、脳神経内科
※当院通院中で、かつ事前予約の⽅を対象としています。

短期⼊所・⽇中⼀時⽀援 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※事前契約・事前申込が必要です。

【茨城県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⽔⼾医療センター 029-240-7711 https://mito.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間、⼟⽇祝⽇と同様に⾏っています。

霞ヶ浦医療センター 029-822-5050 http://kasumi-hosp.jp/

GW期間全⽇
⼩児科の初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※午前のみ⾏っています。

4/30(⽕)、5/2(⽊)、5/6(⽉) 呼吸器内科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
5/2(⽊)、5/6(⽉) 外科（甲状腺外来）の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
4/30(⽕)、5/6(⽉) 整形外科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
4/30(⽕)、5/2(⽊) 産婦⼈科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
5/2(⽊) 泌尿器科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。

4/30(⽕)、5/2(⽊)、5/6(⽉)
⻭科⼝腔外科の他院紹介及び予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
※予約のない他院からの紹介患者の⽅は事前にお電話でお問い合わせくだ
さい。

救急診療 GW期間全⽇

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※4/27、28、5/4、5は医師２名、4/29〜5/3、6は医師１名にて対応
いたします。症状により対応できない場合もあるので、事前に電話でお問
い合わせください。

外来化学療法 5/6(⽉) 予約（再診）の⽅の外来化学療法を⾏っています。

茨城東病院 029-282-1151 https://ibarakihigashi.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※診療時間　8:30〜17:15
※予約以外の⽅を中⼼に診療を⾏っています。

救急診療
4/27(⼟)、4/28(⽇)、
4/29(⽉)、5/1(⽔)、5/3(⾦)、
5/4(⼟)、5/5(⽇)、5/6(⽉)

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

特定診療科の外来診療

備考

備考診療内容 診療⽇
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【栃⽊県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

栃⽊医療センター 028-622-5241 https://tochigi.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 4/28(⽇)〜5/6(⽉) 眼科（⼀次救急）の初診及び再診の診療を⾏っています。
※診療時間は10︓00〜17︓00です。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼀般救急を24時間⾏っています。

放射線治療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。
※診療時間は8︓30〜11︓00です。

予定⼿術 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の⼿術を⾏っています。

宇都宮病院 028-673-2111 https://utsunomiya.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※診療を希望される場合は、当直医師による診療となります。
　（⼟、⽇曜⽇と同様）事前に電話連絡願います。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【群⾺県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⾼崎総合医療センター 027-322-5901 https://takasaki.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

予約のある⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※診療科によっては、完全紹介予約制となっています。
※⽪膚科、形成外科等⼀部の診療科については、休診となっています。

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急外来は24時間受け付けを⾏っています。

沼⽥病院 0278-23-2181 https://www.numata-hosp.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※受付時間８︓３０〜１１︓３０
　（診療科によって時間が異なることがあります。）
※午後の場合はお電話でご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
短期⼊所・レスパイト⼊院 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

渋川医療センター 0279-23-1010 https://shibukawa.hosp.go.jp

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急外来は24時間受け付けを⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※重⼼病棟の短期・レスパイト⼊院であり、事前予約をお願いします。

備考

備考

備考

備考

診療内容

診療内容

診療内容

診療⽇

診療⽇

診療内容 診療⽇

診療⽇

診療内容 備考診療⽇

5 / 28



【埼⽟県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⻄埼⽟中央病院 04-2948-1111 https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/byouin_shoukai.html

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※⽿⿐咽喉科、眼科は休診いたいます。
※整形外科は救急対応いたします。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

埼⽟病院 048-462-1101 https://saitama.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 初診及び再診の⽅の救急診療を⾏っています。

東埼⽟病院 048-768-1161 https://higashisaitama.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 4/29(⽉)、5/2(⽊)、5/4(⼟) 予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。
※診療時間　9:30〜13:30

【千葉県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

千葉医療センター 043-251-5311 https://chiba.hosp.go.jp/

外来診療 5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

千葉東病院 043-261-5171 www.chiba-easthp.jp

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※原則、かかりつけの⽅のみです。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

下総精神医療センター 043-291-1221 https://shimofusa.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※千葉県精神科救急システム事業に基づき⾏っています。

訪問看護ステーション 5/1(⽔)、5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

下志津病院 043-422-2511 https://www.nsh.gr.jp/

救急診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

備考

備考

備考

診療⽇

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

診療内容

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

備考

備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【東京都】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

東京医療センター 03-3411-0111 http://www.ntmc.go.jp/

5/1(⽔) 通院治療センター外来の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
5/2(⽊) 産婦⼈科外来の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
放射線治療 5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。

災害医療センター 042-526-5511 http://www.nho-dmc.jp/index.html

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※休診︓⼩児科、いたみの外来、がん疼痛相談外来

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※4⽉30⽇、5⽉2⽇の⽇中（昼間）以外は、休⽇・夜間体制となりま

東京病院 042-491-2111 https://tokyo-hp.hosp.go.jp/index.html

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

レスパイト⼊院の受⼊ GW期間全⽇ 当院に受診歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※受診歴があり予約のない⽅は事前にお電話にてご確認ください。

村⼭医療センター 042-561-1221 http://www.murayama-hosp.jp

外来診療 4/29(⽉)、4/30(⽕)、5/1(⽔)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※予約外の受付は、初診は8時30分から11時、再診は8時30分から
12時です。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

特定診療科の外来診療

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考
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【神奈川県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

横浜医療センター 045-851-2621 http://yokohama.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急は終⽇⾏っています。

久⾥浜医療センター 046-848-1550 http://www.kurihama-med.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※原則、かかりつけの⽅のみです。

箱根病院 0465-22-3196 http://hakone.hosp.go.jp/

時間外診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 事前にお電話でご確認ください。
※かかりつけの⽅の⼊院を受け⼊れます。

相模原病院 042-742-8311 https://sagamihara.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※外来診療及び⼿術対応等、すべて通常の診療業務を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当院のかかりつけの⽅や、当院と連携している開業医等からの紹介の⽅
への救急対応を⾏っています。

神奈川病院 0463-81-1771 http://kanagawa-hosp.jp/

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※診療時間︓８時３０分から１１時３０分
※診療科︓内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、
　　 　　　　　脳神経外科、外科、呼吸器外科、整形外科、⼩児科

5/2(⽊)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼆次救急当番　　診療科︓内科
※診療時間︓８時３０分から翌⽇８時３０分

4/29(⽉)、4/30(⽕)、5/6(⽉)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼆次救急当番　　診療科︓外科
※診療時間︓８時３０分から翌⽇８時３０分

救急診療

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇ 備考

備考診療内容 診療⽇

診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考診療内容
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【新潟県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⻄新潟中央病院 025-265-3171 https://nishiniigata.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊)
再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
※診療時間　9:00〜11:30
※呼吸器内科、呼吸器外科、神経⼩児科、脳神経外科、脳神経内科

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。

通所事業「あかしあ」 4/27(⼟)、4/28(⽇)、5/1(⽔)、
5/4(⼟)

既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※4/27、4/28は通常体制です。
※5/1、5/4は⼊浴、事前予約の⽅に対応を⾏っています。

訪問看護ステーション 4/29(⽉)〜5/3(⾦)、5/6(⽉)
既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※左記以外の⽇は、待機職員がすでに契約されている⽅からの問い合わせ
を受けつけています。

放射線治療 4/27(⼟)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。
外来化学療法 5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の外来化学療法を⾏っています。

短期⼊院 GW期間全⽇
当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※重症⼼⾝障害児（者）の短期⼊院希望者の受け⼊れを⾏っていま
す。

新潟病院 0257-22-2126 https://niigata.hosp.go.jp

外来診療 5/1(⽔)
初診及び再診の外来診療を⾏います。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※受付時間　8︓30〜11︓00　　予防接種等も⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
外来リハビリテーション 5/1(⽔) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
訪問看護ステーション 5/1(⽔) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
⼿術 5/1(⽔) 予約の内視鏡及び⼿術を⾏っています。
地域医療連携室 5/1(⽔) 通常どおり対応いたします。

さいがた医療センター 025-534-3131 https://saigata.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
初診及び再診の外来診療を⾏います。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※精神科、脳神経内科を⾏っています。

救急診療 4/27(⼟)、5/4(⼟) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に受診歴のある予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

【⼭梨県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

甲府病院 055-253-6131 https://kofu.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 4/29(⽉)、5/3(⾦)
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
※診療時間　8:30〜12:00
※救急受診の際は事前にお電話でご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
外来化学療法 4/29(⽉) 予約（再診）の⽅の外来化学療法を⾏っています。
⼿術 4/29(⽉)、5/3(⾦) 予約（再診）の⽅の⼿術を⾏っています。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【⻑野県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

東⻑野病院 026-296-1111 http://enagano-hosp.jp

救急診療 4/29(⽉)、5/4(⼟)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※両⽇8:30〜18:00まで、診療科は外科（⼀次救急）のみ⾏っていま
す。

まつもと医療センター 0263-58-4567 http://mmccenta.jp

外来診療 5/6(⽉)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※２次救急当番⽇は以下のとおりです。
　　内科・外科︓5/2
　　⼩児科︓4/28、4/30、5/2、5/3、5/5

重点診療⽇の設置 4/30(⽕)、5/3(⾦) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※化学療法、点滴、輸⾎等

信州上⽥医療センター 0268-22-1890 https://shinshuueda.hosp.go.jp/

外来診療 5/6(⽉)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※5/31（⾦）は振り替えで休診となります。

救急診療 4/27(⼟)〜5/5(⽇) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間・休⽇と同様の体制です。

⼩諸⾼原病院 0267-22-0870 https://komorokogen.hosp.go.jp

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間・休⽇と同様の体制です。

短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【富⼭県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

富⼭病院 076-469-2135 https://toyama.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間・休⽇と同様の体制です。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

北陸病院 0763-62-1340 https://hokuriku.hosp.go.jp/

救急診療 ⾮公開
当院は精神科に特化した病院です。精神科のみの救急を⾏っています。
精神科救急受診をご希望の⽅は、
076-433-3996（富⼭県精神科救急情報センター）にお電話ください。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【⽯川県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⾦沢医療センター 076-262-4161 http://www.kanazawa-hosp.jp/

外来診療 5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※診察時間 8:30〜11:30、受付時間 8:30〜11:00
※内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、⼩児科、整形外科、
　　脳神経外科、⼼臓⾎管外科、⽪膚科、泌尿器科、眼科、
　　⽿⿐咽喉科、放射線科

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※通常どおり24時間体制で⾏っています。

外来透析 4/27(⼟)、29〜5/4(⼟)、6(⽉) 予約（再診）の⽅の透析を⾏っています。
外来放射線治療 5/1(⽔) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。

医王病院 076-258-1180 https://iou.hosp.go.jp/

デイサービス 5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

短期⼊所 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※事前予約が必要です。（受⼊時間9:00〜11:00）

七尾病院 0767-53-1890 https://nanao-hosp.jp/

外来診療 5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

⽯川病院 0761-74-0700 http://ishikawa.hosp.go.jp

短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【岐⾩県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⻑良医療センター 058-232-7755 https://nagara.hosp.go.jp/index.html

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
予約（再診）の⽅の産科定期診察を⾏っています。
※定期的に診察しており、事前の診察によって10連休中に定期診察が必
要な⽅のみ⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※他院からの緊急紹介及び当院を受診されている⽅の急性増悪の受け⼊
れを⾏っています。

化学療法 4/30(⽕)、5/2(⽊)

予約（再診）の⽅の化学療法を⾏っています。
※定期的に治療しており、10連休中に化学療法が必要な⽅に⾏っていま
す。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【静岡県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

静岡てんかん・神経医療センター 054-245-5446 http://www.shizuokamind.org/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
予約のある⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

短期⼊所（ショートステイ） GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。
通園 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。
⻑時間脳波検査 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

天⻯病院 053-583-3111 http://tenryu-hosp.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

静岡医療センター 055-975-2000 https://shizuoka-mc.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※各診療科の体制はHPに掲載いたします。
※診療時間 9︓00〜17:15

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※救急⼀次・⼆次輪番⽇は受⼊体制を強化いたします。

【愛知県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

名古屋医療センター 052-951-1111 https://www.nnh.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※⼀部縮⼩して診療を⾏う診療科（予約の⽅のみとする診療科）等があ
ります。

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※24時間体制で救急診療を⾏っています。

東名古屋病院 052-801-1151 https://higashinagoya.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

東尾張病院 052-798-9711 https://higashiowari.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当院かかりつけの⽅の受け⼊れを⾏っています。

豊橋医療センター 0532-62-0301 http://toyohashi.hosp.go.jp

特定診療科の外来診療 4/30(⽕) ⽿⿐咽喉科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
外来化学療法 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の化学療法を⾏っています。
外来放射線治療 4/30(⽕)、5/2(⽊)、5/3(⾦) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【三重県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

三重病院 059-232-2531 https://mie.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 他院紹介及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※4/27~29、5/1、5/3~5/6は時間外のみ⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

鈴⿅病院 059-378-1321 https://suzuka.hosp.go.jp/

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

三重中央医療センター 059-259-1211 http://www.miechuo-hosp.jp/

外来診療 5/2(⽊)、5/6(⽉)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※⼀部診療科において、初診外来のみ（再診外来を⾏わない）診療する
診療科があります。

救急診療 4/28(⽇)、5/1(⽔)、5/3(⾦)、
5/5(⽇)

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※左記は⼆次救急輪番⽇です。

榊原病院 059-252-0211 https://sakakibara.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕) 予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
※診療時間　9時〜12時

【福井県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

敦賀医療センター 0770-25-1600 http://tsuruga.hosp.go.jp/

外来診療 5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

あわら病院 0776-79-1211 https://awara.hosp.go.jp

外来診療 5/1(⽔)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

特定診療科の外来診療 5/3(⾦)、5/6(⽉)
以下の診療科の外来診療を⾏っています。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※5⽉3⽇は外科のみ、5⽉6⽇は内科のみ⾏っています。

5/3(⾦) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※【坂井地区当番医】外科系のみ9時から17時で⾏っています。

5/6(⽉) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※【坂井地区当番医】内科系のみ9時から17時で⾏っています。

救急診療

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【滋賀県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

東近江総合医療センター 0748-22-3030 https://higashiomi.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏う予定としています。

紫⾹楽病院 0748-83-0101 https://shigaraki.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊) 以下の診療科の初診及び再診の外来診療を⾏っています。
※内科・⼩児科（受付時間８︓３０〜１１︓００）

特定診療科の外来診療 5/2(⽊) 整形外科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。

【京都府】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

京都医療センター 075-641-9161 https://kyoto.hosp.go.jp/

外来診療 5/1(⽔)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※診察受付時間︓
　（初診）8︓30〜10︓30、（再診）8︓00〜10︓30

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※24時間体制で、⼼臓急性疾患・急性呼吸不全・脳卒中急性期・重症
外傷等の受け⼊れを⾏っています。

宇多野病院 075-461-5121 http://utanohosp.jp/

外来診療 5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 5/2(⽊) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※5⽉2⽇の⽇中（昼間）以外は、休⽇・夜間体制となります。

訪問看護ステーション 4/29(⽉)、5/2(⽊)、5/6(⽉) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
地域医療連携室 5/2(⽊) 平⽇同様に対応いたします。

舞鶴医療センター 0773-62-2680 https://maizuru.hosp.go.jp/index.html

救急診療 4/27(⼟)、4/28(⽇)、
4/30(⽕)、5/3(⾦) 他院紹介及び再診の⽅の救急診療を⾏っています。

南京都病院 0774-52-0065 https://minamikyoto.hosp.go.jp

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)

再診及び予約以外（初診）の⽅の外来診療を⾏っています。
（以下の診療科）
※呼吸器科、⼩児科、脳神経内科、整形外科
※診療時間︓午前中のみ（整形外科は5/1のみ）
※送迎バス︓お休み

救急診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【⼤阪府】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⼤阪医療センター 06-6942-1331 https://osaka.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

特定診療科の外来診療 4/27(⼟)、5/4(⼟) 感染症内科の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。
救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

近畿中央呼吸器センター 072-252-3021 https://kcmc.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※午前中のみ診療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

⼤阪⼑根⼭医療センター 06-6853-2001 https://toneyama.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当院のかかりつけの⽅について救急対応を⾏っています。

レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⼤阪南医療センター 0721-53-5761 https://osakaminami.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊)、5/6(⽉)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
※ご希望の⽅は主治医にご相談ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。

【兵庫県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

神⼾医療センター 078-791-0111 https://kobe.hosp.go.jp/

外来診療 5/2(⽊)、5/3(⾦)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
※直近の当院HPにおける「新着情報」欄や、「外来診療担当医表」をご確
認ください。（初診、再診の受付時間や休診状況が曜⽇により異なるた
め、ご注意ください。）

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※神⼾市の救急医療体制に従って受け⼊れを⾏っています。

姫路医療センター 079-225-3211 http://himeji.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※⼀部休診があります。
　　4/30︓脳神経外科、リウマチ科
　　5/1︓眼科、リウマチ科　　　　5/2︓脳神経外科、リウマチ科

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

兵庫あおの病院 0794-62-5533 https://hyogoaono.hosp.go.jp/

レスパイト⼊院 GW期間全⽇ すでにご利⽤中の⽅のみの受け⼊れを⾏っております。
通所事業（⼊浴サービス） 4/30(⽕) すでにご利⽤中の⽅のみの受け⼊れを⾏っております。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【兵庫県（続き）】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

兵庫中央病院 079-563-2121 http://www.hyogo-chuo-hosp.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

【奈良県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

奈良医療センター 0742-45-4591 http://nara.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※4/30　休診︓⽪膚科
※5/2　　休診︓循環器内科、⽪膚科、眼科

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
短期⼊所・レスパイト⼊院 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

やまと精神医療センター 0743-52-3081 https://yamato.hosp.go.jp

外来診療 5/2(⽊) 予約のない⽅の外来診療を⾏っています。

救急診療 5/1(⽔) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※診療時間　8︓30〜翌8︓30

【和歌⼭県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

南和歌⼭医療センター 0739-26-7050 https://minamiwakayama.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
4⽉30⽇
・休診　 ⻭科⼝腔外科、⼩児科（午前休診）
・診療体制　 脳神経外科︓１診のみ　 消化器科︓１診のみ
　　　　　　　　 泌尿器科︓午後のみ対応
5⽉2⽇
・休診　 眼科、⼩児科
・診療体制　循環器科︓1診のみ　脳神経外科︓1診・2診
　　　　　　　　消化器科︓1診のみ
　　　　　　　　泌尿器科︓午前のみ対応

※その他の診療科については通常通りの診察を⾏っています。
　 呼吸器科、⽪膚科については両⽇とも初診患者のみの受付となります。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

和歌⼭病院 0738-22-3256 https://wakayama.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※GW期間中は、救急告⽰による救急対応を⾏っています。

レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【⿃取県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⿃取医療センター 0857-59-1111 https://tottori.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※GW期間中は、救急輪番による救急対応（精神）を⾏っています。

⽶⼦医療センター 0859-33-7111 https://yonago-mc.hosp.go.jp/

救急診療
⼤⼈︓5/4(⼟)、5/6(⽉)
⼩児︓
4/28(⽇)、5/3(⾦)、5/5(⽇)

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⿃取県⻄部地域の輪番体制に従って、救急外来を⾏っています。
※詳細については、「とっとり医療情報ネット」にて、ご確認ください。

【島根県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

松江医療センター 0852-21-6131 https://matsue.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当院にかかりつけの⽅、紹介状をお持ちの⽅はお問い合わせください。

浜⽥医療センター 0855-25-0505 http://www.hamada.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※診療受付時間（午前8時15分〜午前11時）

救急診療 GW期間全⽇ 初診及び再診の⽅の救急診療を⾏います。
健診センター 4/30⽇(⽕)、5/2(⽊) 完全予約制です。

【岡⼭県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

岡⼭医療センター 086-294-9911 http://okayamamc.jp/index.php

外来診療 5/2(⽊)、5/3(⾦)、5/6(⽉) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 初診及び再診の⽅の救急診療を⾏います。

南岡⼭医療センター 086-482-1121 https://minamiokayama.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※都窪医師会休⽇当番医を兼ねています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当⽇の当直診療科により受け⼊れ状況が異なります。

通園事業 4/30(⽕)、5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

短期⼊所 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※重症⼼⾝障害児（者）を受け⼊れております。

レスパイト⼊院 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※神経筋疾患を受け⼊れております。

地域医療連携室 4/30(⽕)、5/2(⽊) 平⽇同様に対応いたします。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【広島県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

呉医療センター 0823-22-3111 https://kure.hosp.go.jp/

外来診療 5/2(⽊) 予約（他院紹介及び再診）の⽅の診療を⾏っています。
※⼿術室は予定⼿術を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇

○⽐較的症状の軽い場合の当院の診療は、
　原則、下記の呉市医師会休⽇急患センター、
　⼩児夜間救急センター（⼩児科）の診療時間帯以外となっています。
・呉市医師会休⽇急患センター（内科・⼩児科・外科）⽇曜・祝⽇9:00
〜18:00
・⼩児夜間救急センター（⼩児科）19:00〜22:40
   4⽉28⽇、30⽇、5⽉3⽇、5⽇は、22:40〜翌8:30

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
○2次救急体制
　内科、外科、呉⼼臓センターは4⽉27⽇〜5⽉6⽇当番
　産婦⼈科は4⽉28⽇、29⽇、5⽉1⽇、2⽇、4⽇、5⽇当番
　⼩児科は4⽉27⽇、29⽇、5⽉1⽇、2⽇、4⽇、6⽇当番
○3次救急についてはこの限りではありません。

福⼭医療センター 084-922-0001 http://www.fukuyama-hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※外来診療、各種検査については、原則として平⽇どおりの診療を⾏ってい
ます。但し、診療科によっては休診、縮⼩となる場合があります。
※⼿術の受け⼊れについて、制限を設ける可能性があります。

救急診療 5/1(⽔)、5/4(⼟)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急輪番⽇（成⼈）
※診療時間　8︓00〜18︓00

救急診療 4/28(⽇)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急輪番⽇（⼩児）
※診療時間　8︓00〜翌8︓00

広島⻄医療センター 0827-57-7151 http://www.hiro-nishi-nh.jp/

泌尿器科の初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
予約（再診）の⽅の化学療法を⾏っています。
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
※糖尿病・内分泌・代謝内科

救急診療 GW期間全⽇

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※内科系、外科系は、4/27〜5/6の10⽇間全て⾏っています。
※⼩児科は、4/28、4/30、5/2、5/4、5/6の5⽇間⾏っています。（⽇
中のみ）

予定⼿術 5/2(⽊) 外科、整形外科等の予定⼿術を⾏っています。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

5/1(⽔)特定診療科の外来診療

備考
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【広島県（続き）】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

東広島医療センター 082-423-2176 https://www.hiro-hosp.jp/

4/29(⽉)、5/1(⽔) 産婦⼈科（妊婦健診、２週間健診、１か⽉健診）の診療を⾏っていま
す。

4/29(⽉)、5/1(⽔)、5/5(⽇) 整形外科（術後の創処置・経過観察）の診療を⾏っています。
※8時30分〜10時頃を予定しています。

4/29(⽉) ⼩児科（２週間健診、１か⽉健診）の診療を⾏っています。
※13時〜15時頃を予定しています。

5/1(⽔) ⾎液内科（⾎液検査、輸⾎療法（点滴療法））の診療を⾏っていま
す。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※4/29,5/1,5/5 の３⽇間は⼆次救急当番⽇です。

外来透析 4/27(⼟)、4/30(⽕)、5/2(⽊)、
5/4(⼟)

予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※9時〜13時頃を予定しています。

外来放射線治療 4/29(⽉)、4/30(⽕)、5/1(⽔)、
5/2(⽊)、5/3(⾦)、5/6(⽉)

予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※⽇によって異なります。

両親学級 4/27(⼟) 予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※13時30分〜15時30分頃を予定しています。

賀茂精神医療センター 0823-82-3000 https://kamo.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

特定診療科の外来診療

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【⼭⼝県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

関⾨医療センター 083-241-1199 http://kanmon.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
　※詳細はホームページをご覧ください。
【通常どおり】
　⼩児科
【午前のみ】
　総合診療、循環器内科、消化器内科、腫瘍内科、⿇酔科、ペインクリ
ニック、整形外科、眼科、リハビリテーション科、⻭科⼝腔外科
【新規急患のみ】
　内科（午後）、糖尿病・⾎液内科、神経内科、呼吸器外科、外科、消
化器外科、内視鏡外科、泌尿器科
【再診のみ】
　放射線治療科
【休診】
　精神科、呼吸器内科、肝臓内科、脳神経外科、乳腺外科、形成外
科、リウマチ科、産婦⼈科
【要問合せ】
　⽿⿐いんこう科、透析センター、内視鏡センター、化学療法センター、放射
線治療センター

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

⼭⼝宇部医療センター 0836-58-2300 http://www.yamaguchi-hosp.jp/

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)
予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。
※４/30、5/1　放射線治療に限定した診療を⾏っています。
※５/2 外来化学療法に限定した診療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼟⽇祝⽇に準じた対応をいたします。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

岩国医療センター 0827-34-1000 https://iwakuni.hosp.go.jp

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2
予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。
※通院中の⽅で休⽇に来院を指⽰された⽅を完全予約制で診療します。

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼊院治療が必要となる⼆次救急、救命処置が必要となる三次救急は
⼟⽇祝のとおり対応いたします。

柳井医療センター 0820-27-0211 https://yanai.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※内科、外科、脳神経内科等を⾏っています。当直医、空床状況等により
受け⼊れが出来ない場合がありますので、必ず事前に電話で照会して下さ
い。

外来透析 毎⽇(⽇曜⽇除く) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
短期⼊所・レスパイト GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【徳島県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

東徳島医療センター 088-672-1171 http://www.etokushima-mc.jp/

特定診療科の外来診療 5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
※診療時間、休診診療科（⼩児科、泌尿器科、糖尿病外来）以外は
通常どおり診療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※GW期間中は、救急告⽰による救急対応を⾏っています。

外来透析 4/27(⼟)、4/29(⽉)〜
5/4(⼟)、5/6(⽉) 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

徳島病院 0883-24-2161 https://tokushima.hosp.go.jp/

時間外診療 GW期間全⽇ 事前にお電話でご確認ください。
※休診⽇と同じ対応を⾏っています。

【⾹川県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⾼松医療センター 087-841-2146 http://www.takamatsu-mc.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※GW期間中は、救急告⽰による救急対応を⾏っています。

四国こどもとおとなの医療センター 0877-62-1000 https://shikoku-mc.hosp.go.jp/

特定診療科の外来診療 4/29(⽉)、5/3(⾦) 産科の予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。
救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

透析 4/27(⼟)、4/29(⽉)〜
5/4(⼟)、5/6(⽉) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。

通園事業 4/27(⼟)、4/30(⽕)、5/1(⽔)、
5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。

短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【愛媛県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

四国がんセンター 089-999-1111 http://www.shikoku-cc.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※詳細はお電話によるお問合せ、⼜はホームページでご確認ください。

愛媛医療センター 089-964-2411 https://ehime.hosp.go.jp

救急診療 5/2(⽊)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※左記は救急輪番です（⼆次救急）。他の⽇であっても救急の受付は
⾏っています。

短期⼊所 4/30(⽕)、5/2(⽊) 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【⾼知県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⾼知病院 088-844-3111 https://kochi.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
特に次の⽇時は、体制を強化しています。
※4／30〜5／2　8時30分〜17時15分
　　内科系2名、外科系２名体制
※５／4〜5／６　8時30分〜17時15分
　　内科系３名、外科系３名体制
※５／４〜5／５　夜間当直　内科系２名、外科系２名体制

外来透析
4/27(⼟)、4/29(⽉)、
4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)、
5/3(⾦)、5/4(⼟)、5/6(⽉)

予約（再診）の⽅の透析を⾏っています。

外来放射線治療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。
療養介護サービス・短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
療養介護サービス・通園サービス 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【福岡県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⼩倉医療センター 093-921-8881 https://kokura.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

他院紹介及び予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※8:30〜17:15　受付8:30〜11:00
　（急患はこの限りではありません）
※詳細はお電話によるお問い合わせ、⼜はホームページでご確認下さい。

救急診療 GW期間全⽇
※通常の外来診療時間帯は除く

救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※8:30〜8:30（内科・外科・⼩児科）

九州がんセンター 092-541-3231 https://kyushu-cc.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)

初診（他院紹介）及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※受付時間8:30〜11:00

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【福岡県（続き）】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

九州医療センター 092-852-0700 http://www.kyumed.jp/

4/30(⽕)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※受付時間は8:15〜10:30です。
【診療科】
　膠原病内科、  ⾎液内科、 呼吸器内科、 代謝内分泌内科、
　脳神経内科、 循環器内科、 ⾼⾎圧内科、 免疫・感染症内科、
　消化器内科、 腫瘍内科、 ⾎管外科、 泌尿器科、 精神科、
　⽿⿐咽喉科、 乳腺外科、 産・婦⼈科、 ⻭科
※乳腺外科のみ︔事前予約を除く、初診・再診には対応する。

5/1(⽔)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※受付時間は8:15〜10:30です。
【診療科】
　膠原病内科、 腎臓内科、 ⾎液内科、 呼吸器内科、
　代謝内分泌内科、 脳神経内科、 循環器内科、 ⾼⾎圧内科、
　免疫・感染症内科、 消化器内科、 腫瘍内科、 ⼼臓外科、
　泌尿器科、精神科、 眼科、 形成外科、 乳腺外科、
  産・婦⼈科、 ⻭科
※乳腺外科のみ︔事前予約を除く、初診・再診には対応する。

5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※受付時間は8:15〜10:30です。
【診療科】
　膠原病内科、 腎臓内科、 ⾎液内科、 呼吸器内科、
　代謝内分泌内科、 脳神経内科、 循環器内科、 ⾼⾎圧内科、
　免疫・感染症内科、 消化器内科、 腫瘍内科、 ⾎管外科、
　泌尿器科、 精神科、 形成外科、 乳腺外科、 産・婦⼈科、 ⻭科
※乳腺外科のみ︔事前予約を除く、初診・再診には対応する。

救急診療 GW期間全⽇ 初診及び再診の⽅の救急診療を⾏っています。

特定診療科の外来診療

診療内容 診療⽇ 備考
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【福岡県（続き）】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

福岡病院 092-565-5534 https://fukuoka.hosp.go.jp/

4/30(⽕)

初診の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
【診療科】呼吸器内科、⼩児科、リウマチ科、循環器内科、外科、
　　　　　　放射線科、⽪膚科、アレルギー科
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
【診療科】ＳＡＳ外来
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

5/2(⽊)

初診の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
【診療科】呼吸器内科、⼩児科、リウマチ科、循環器内科、外科、
　　　　　　放射線科、⽪膚科、アレルギー科、⽿⿐科
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
【診療科】ＳＡＳ外来

特定診療科の外来診療 4/27(⼟)、5/4(⼟)

初診（他院紹介）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
【診療科】内科、⼩児科
予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。（以下の診療科）
【診療科】ＳＡＳ外来

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※内科・⼩児科　※原則、当院にかかりつけの⽅のみ

⽣活介護サービス等 4/30(⽕)、5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
※送迎はございません。

⼤牟⽥病院 0944-58-1122 https://omuta.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※平⽇夜間・休⽇と同様に救急のみ対応いたします。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

福岡東医療センター 092-943-2331 https://fukuokae.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 4/27(⼟)〜4/29(⽉)、
5/1(⽔)、5/3(⾦)〜5/6(⽉)

救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※⼟⽇祝⽇の体制で救急外来にて対応させていただきます。

外来診療

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【佐賀県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

佐賀病院 0952-30-7141 https://saga.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

肥前精神医療センター 0952-52-3231 http://www.hizen-hosp.jp/

外来診療 4/30(⽕)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※精神科のみ　午前8時30分から午後5時15分までです。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※精神科のみです。

東佐賀病院 0942-94-2048 http://www.higashisaga-hosp.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※8:30〜17:15　通常外来診療時間
※医師会輪番⽇（内科系・⼩児科・外科系）を兼ねます。

救急診療 GW期間全⽇
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当直医1名及びオンコール2名体制の通常どおりの救急体制です。
※4/30、5/2は医師会輪番⽇（内科系・⼩児科・外科系）を兼ねます。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。
予定⼿術・外来⼿術 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予定⼿術を⾏っています。
地域医療連携室の開室 4/30(⽕)、5/2(⽊) 8:30〜17:15　通常外来診療時間です。

嬉野医療センター 0954-43-1120 https://ureshino.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急は常時受け⼊れています。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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【⻑崎県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⻑崎病院 095-823-2261 http://www.nagasaki-n.jp/

短期⼊所 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⻑崎医療センター 0957-52-3121 https://nagasaki-mc.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇
救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※救急については、平⽇夜間・⼟⽇祝の救急体制（24時間体制）により
対応いたします。

外来透析
4/27(⼟)、4/29(⽉)、
4/30(⽕)、5/1(⽔)〜5/4(⼟)、
5/6(⽉)

予約（再診）の⽅の透析を⾏っています。

外来化学療法 4/30(⽕) 予約（再診）の⽅の化学療法を⾏っています。
外来放射線治療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。

⻑崎川棚医療センター 0956-82-3121 https://nkmc.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 予約のある⽅の受け⼊れを⾏っています。

【熊本県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

熊本医療センター 096-353-6501 https://kumamoto.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急患者さんはすべて受け⼊れ対応いたします。

熊本南病院 0964-32-0826 http://kumamotominami.hosp.go.jp/

4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の救急診療を⾏います。
※内科系、外科系
※診療時間　8︓30〜17︓15
※在宅当番医制と同じ体制で対応します。

GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

菊池病院 096-248-2111 https://kikuchi.hosp.go.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の外来診療を⾏っています。

救急診療 4/30(⽕)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※救急輪番⽇（精神）
※診療時間　9︓00〜翌9︓00

デイケア 4/30(⽕)、5/2(⽊) 既にご利⽤されたことのある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

熊本再春医療センター 096-242-1000 https://saisyunso.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※GW期間中は、救急告⽰による救急対応を⾏っています。

短期⼊所・レスパイトの受け⼊れ GW期間全⽇ 当院の短期⼊所・レスパイトをすでにご利⽤中の⽅の受け⼊れを⾏っていま
す。

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇

救急診療

備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【⼤分県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⼤分医療センター 097-593-1111 https://oita.hosp.go.jp/

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※⼀部診療科及び検査等に対応不可なものがあるため、事前に当院HP
をご確認ください。

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※⼟⽇祝同様の対応です。

別府医療センター 0977-67-1111 http://beppu.hosp.go.jp

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼆次救急医療機関として救急⾞、紹介の⽅の受け⼊れを⾏っています。

外来化学療法 4/29(⽉)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。

外来放射線治療 4/27(⼟)〜4/29(⽉)、
5/4(⼟)〜5/6(⽉) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。

外来リハビリテーション 予定 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。

⻄別府病院 0977-24-1221 https://nishibeppu.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急⾞搬送の受け⼊れを⾏っています。
※当院のかかりつけの⽅の救急対応を⾏っています。

短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ すでにご利⽤中の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【宮崎県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

宮崎東病院 0985-56-2311 http://www.mhigashi1.jp/

外来診療 5/2(⽊) 他院紹介及び再診（予約）の⽅の外来診療を⾏っています。
※８︓３０〜１７︓００

救急診療 5/2(⽊)
受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※９︓００〜１７︓００
※内科、外科、⼩児科の受け⼊れを⾏っています。

都城医療センター 0986-23-4111 http://www.nho-miyakon.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※⼟⽇祝同様に急患の対応いたします。（５／２は診療体制強化）

⼿術室オープン 5/6(⽉) 予定⼿術等を⾏っています。

宮崎病院 0983-27-1036 https://miyazaki.hosp.go.jp/

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇ 備考
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【⿅児島県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

⿅児島医療センター 099-223-1151 http://www.kagomc.jp

外来診療 4/30(⽕)、5/2(⽊)

初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。
※診療体制の詳細につきましては、当院ホームページをご確認下さい。
※救急については、左記以外でも24時間受け付けています。

特定診療科の外来診療 5/1(⽔) 予約（再診）の⽅の放射線治療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※24時間受け付けています。

予約センター開設 4/30(⽕)、5/2(⽊) ９時〜17時　診察の予約受付対応を⾏っています。

指宿医療センター 0993-22-2231 http://ibusuki.hosp.go.jp/

外来診療 5/1(⽔)、5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
詳細はHP等で外来担当表、休診表等をご確認ください。
予約のない⽅は事前にお電話でご確認ください。

特定診療科の外来診療 4/29(⽉)、5/1(⽔)、5/3(⾦)、
5/6(⽉) 予約の⽅の外来透析（午前中のみ）を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※当直体制での受け⼊れを⾏っています。

救急診療 4/28(⽇)、5/5(⽇)
救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
【輪番⽇（昼・夜）】8:30〜17:15までは総合窓⼝、内科外来を開け診
療を実施いたいます。（全診療科ではなく部分的に実施予定）

南九州病院 0995-62-2121 http://www.skyusyu.jp/

特定診療科の外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) ⼩児神経の予約（再診）の⽅の診療を⾏っています。

救急診療 GW期間全⽇ 救急受診の際は、事前にお電話でご確認ください。
※原則、かかりつけの⽅のみです。（他院からの紹介を除く）

放射線治療 適宜 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
外来化学療法 適宜 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
⺟⼦⼊院 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊) 予約（再診）の⽅の受け⼊れを⾏っています。
短期⼊所・レスパイト⼊院 GW期間全⽇ 当院に⼊院歴のある予約の⽅の受け⼊れを⾏っています。

【沖縄県】 2019年4⽉27⽇から5⽉6⽇（GW）の診療体制について《国⽴病院機構》 

沖縄病院 098-898-2121 http://www.okinawa-hosp.jp/index.jsp

外来診療 4/30(⽕)、5/1(⽔)、5/2(⽊)
初診及び再診の⽅の外来診療を⾏っています。
※診療体制は当該曜⽇と同様です。
※専⾨外来等⼀部の診療科は休診になります。

琉球病院 098-968-2133 https://ryukyu.hosp.go.jp/

救急診療 ⾮公開

当院は精神科に特化した病院です。精神科のみの救急を⾏っています。
精神科救急受診をご希望の⽅は、
098-889-8893（沖縄県精神科救急医療情報センター）にお電話くだ
さい。

診療内容 診療⽇ 備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考

診療内容 診療⽇

診療内容 診療⽇ 備考

備考
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