
 

◆ 月曜～金曜   9:00～20:00   

◆ 土・日・祝日  9:00～17:00 

＊ 13:00～14:00 まで昼休み 

(午前中の診察受付は、12:30 迄) 

＊ 土曜日の通常診察は 13:00 まで 

＊ 土曜日の午後診療・日曜・祝日は当番医が診察します。 

 ●受付時間は診療時間終了の 30分前迄におねがいします 

診療時間 

診療案内 

⬟  眼科の第 2・4・5 水曜日午後は施設巡回となります。 

★  午後・夜間の整形外科は予約・救急の方のみの対応となります 

■  午後の耳鼻咽喉科の初診受付は 16：30までとなります 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

午 

前 

診 

療 

 

9:00 

～ 

13:00 

内科 

総合 

診療科 

   山口り  山口り  

森和 森和 藤原  森和   

一般 

内科 

内田康 内田康  内田康 内田康  内田康 
(月 1 回) 内田匡 内田匡 内田匡  内田匡  

 森朗 森朗     

 小松 小松 小松 小松   

浅香   浅香  浅香  

川﨑 川﨑  川﨑 川﨑   

千原 千原 千原 千原 千原   

齊藤 齊藤 齊藤 齊藤    

 平田 内田麻 内田麻  平田  

  内田真   担当医 担当医 

消化器科 
内田康 内田康 後藤 内田康 内田康   

内田匡 内田匡 内田匡  内田匡   

循環器 

内科 

小松(予約) 小松 小松 小松 小松   

浅香  浅香(予約) 浅香  浅香  

川﨑 川﨑  川﨑 川﨑   

千原 千原 千原 千原 千原   

  佐賀大学   佐賀大学  

血液内科 齊藤 齊藤 齊藤 齊藤    

糖尿病内科    髙栁    

代謝内分泌科      
村山(第 1・3) 

桑代(第 2・4) 
 

整形 

外科 
▲ 

一般整形 
釘本 釘本  釘本 釘本 釘本(奇数週)  

  塚本   森本(偶数週)  

脊椎外科 

會田  會田  會田   

 前田  前田  前田(奇数週)  

     森本(偶数週)  

     塚本(偶数週)  

形 成 外 科 増本  増本 増本  増本  

眼 科 中林 中林 中林 中林 中林   

耳鼻咽喉科 山口陽 山口陽 山口陽 山口陽 山口陽   

皮 膚 科 安木 安木 安木     

救 急 科  佐賀大学  佐賀大学(隔週) 佐賀大学   

歯科・口腔外科 中山･桑原･大橋 中山･大橋 中山･大橋 中山･桑原･大橋 中山･大橋 桑原･大橋  

午 

後 

診 

療 

 
14:00 

～ 

17:00 

内  科 

 小松 内田匡 齊藤 内田匡   

 森朗(往診有) 森朗 浅香    

山口り  森和 森和(往診有)    

佐賀大学 佐賀大学  佐賀大学 佐賀大学 担当医  

消化器科(大腸専門)   後藤     

整 形 外 科★  前田★ 釘本★   千綿★  

形 成 外 科● 増本●  増本● 増本● 増本●   

眼科⬟ 中林  中林⬟     

耳鼻咽喉科■ 山口陽■ 山口陽■  山口陽■    

神 経 内 科   井手  七條   

救 急 科  佐賀大学  佐賀大学(隔週) 佐賀大学   

歯科・口腔外科 中山 大橋 大橋 中山･大橋 中山・桑原   

 整形外科・眼科・皮膚科・歯科は手術・巡回往診がありますので、お電話でご確認ください  

夜 

間 

診 

療 

17:00 

 ～ 

20:00 

佐賀大学(内科) 内田匡(内科) 山口り(総合) 森朗(内科) 増本(形成)   

樫山(内科) 
佐賀大学 

(内科) 
中林(眼科) 

後藤 

(消化器科) 
非常勤医師 

(内科) 
  

山口陽 
(耳鼻咽喉科) 

前田 
(整形外科)★ 

非常勤医師 
(内科) 

非常勤医師 
(内科) 

   

會田 
(整形外科)★ 

中山･桑原 
(歯科･口腔外科) 

 
釘本 

(整形外科)★ 
   

   
中山･桑原 

(歯科･口腔外科) 
   

 

2022年 4月 1日変更 

(上記の時間内は時間外加算を算定しておりません) 

 

医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病院 
〒849-0917  佐賀市高木瀬町長瀬 1240番地 1 

TEL 0952(31)7771  FAX 0952(31)9824 

ホームページ    http://sagakinen.jp ウェブサイト 

●  形成外科は手術等がありますので、お電話でご確認ください 

▲  整形外科は手術等がありますので、お電話でご確認ください 


