
外　来　診　療　案　内

階

２ 月～金 月～金

３

２ 月・木 月・水・木・金

３ 月・水 月・水

３ 火・木 火・木

２ 水・金 月～金

３ 火・木・金 火・木・金

３ 火・木・金 火・木・金

３ 火（第1･3週のみ）・木 火（第1･3週のみ）・木

２ 月・水 月・水

２ 月・水・金 月･水･木･金

３ 月・火・水・木 月・火・水・木

２ 予約制（月～金　午前） 月～金

２ 月・木・金 月・木・金

1

令和4年10月1日現在

※初診受付時間：8：30～11：00  ※診療時間 : 8：30～17：00

※休診日：土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）

※診療日の詳細について、鹿児島大学のホームページで最新の情報を紹介しております。
 （http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/）

※予約と紹介状のない場合は、原則として本院での受付を行わず、地域の医療機関での受診をお願いしております。

※紹介状なしで受診される場合は、診察料とは別に選定療養費として初診：7,700円、再診：3,300円が必要です。

　※「女性専用外来」、「セカンドオピニオン外来」も予約制です。
　　・女性専用外来：099-275-5970　・セカンドオピニオン外来：099-275-5984

診療センター 診療部門科
電話番号

０９９－２７５
初　診　日 再　診　日

初診予約の
方法

・地域医療機関から本院へ「鹿児島大学病院 初診 紹介患者予約申込書」をＦＡＸ送信していただき予約を承ります。
  ↪ 電話での仮予約も受け付けます。
・本院からは地域の医療機関への初診予約報告書と患者さん用の予約票（※）を送付いたしますので、患者さんは
 予約票をお受取下さい。　※「鹿児島大学病院初診予約票【患者さま用】」

・患者さんは予約の日時の２０分前までに、紹介状と予約票と保険証等を持参し、本院２階初診受付の窓口へ
 お越し頂き受付し、本院での診療を受けて頂きます。

再診予約の
方法

・再診の予約の取得及び変更は、各診療科外来で行います。予約後は予約票をお受け取り下さい。
・血液検査やレントゲン撮影が予約されたときは、来院時間等について各診療科で指示を受けて下さい。
・心臓血管内科、消化器内科、腎臓内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、麻酔科、呼吸器内科、血液膠原病内科、
  眼科、神経科精神科は、予約のない場合は原則として本院での受付を行わず、地域の医療機関での受診をお願い
  することになります。

予約の申込先

初診予約の担当部門は、医務課（外来予約担当）になります。
予約の取得に関することは、こちらへお問い合わせ下さい。
　●ＴＥＬ：０９９－２７５－５１６８     ●ＦＡＸ：０９９－２７５－６６９８

 　※初診紹介患者予約申込書は、本院ホームページに掲載しています。
　　　https://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/medical/shoukai/

脳 ・ 神経
センター

脳神経内科 ５７３１

脳神経外科 ５８２８

下垂体疾患
センター

脳神経外科 ５８２８

月：大血管　　火：心臓、血管
金：末梢血管

消化器センター

消化器内科 ５７３１

消化器外科(Ⅰ) ５８０３

消化器外科(Ⅱ) ５８１５

循環器センター

心臓血管内科 ５７３１

心臓血管外科 ５８１５
月：大血管　　火：心臓、血管
金：末梢血管

てんかん
センター

脳神経外科 ５８２８

小児科 ５７８７

呼吸器 ・
ストレスケア

センター

呼吸器内科 ５７３１

呼吸器外科 ５８１５

月・金
水（午後）：生体腎移植外来
火・水：小児泌尿器

月・火・木・金
水：指定外来、予約限定
水・木：腎移植外来
木：性機能、GID外来
火・水：小児泌尿器

心身医療科 ５７３１

腎臓 ・ 泌尿器
センター

腎臓内科 ５７３１

泌尿器科 ５８６０

裏面へ
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階

月～金：血液 月～金

月・火・木：膠原病 木：移植後長期フォローアップ外来

月～金：糖尿病内科

月～金：内分泌内科 月～金

月・水・金：甲状腺内科

月・水：乳腺外科 月・水：乳腺外科

月・金：甲状腺外科 月・金：甲状腺外科

月：神経、総合外来（術前） 月 （午前）

水：循環器、神経 水 （午前）

木：膠原病、総合外来（術前） 木 （午前）

金：血液・腫瘍、腎臓　　 金 （午前）

[専門〃] 月：胃瘻・気管切開外来（午後）

　　　　　  火：鎖肛、ヒルシュ（午後）

　　　　　　水：総排泄腔（午後）

　　　　　　木：肝胆膵（午後）

　　　　　　金：便秘外来（午前・午後）

1 火・木 月（午前）・水（午前）・金（午前）

３ 月・火・金 月・火・木・金

３ 月・火・水・木・金　（火・木が主） 予約制（火・木）

月～金 月～金

３ 月 ・火・木 ・金 月・火・木 ・金

２ 月・水・金 月・水・金

３ 月・火 火･水

３ 要相談 火・金

３ 木 木 

（各診療科へは099-275-○○○○[電話番号]で直接電話できます。）

診療センター 診療部門科
電話番号

０９９－２７５
初　診　日 再　診　日

月・水・木・金

月(午前）・水(午前）:もの忘れ専門外来

血液・内分泌・
糖尿病センター

血液・膠原病内科 ５７３１ ２

糖尿病・内分泌内科 ５７３１ ２

乳腺 ・ 甲状腺外科 ５８０３ ３

小児外科 ５９００ ３ 月・火・水・木・金（午前・午後）

メンタルケア
センター

神経科精神科 ５７７６ ３
月・水・木・金

水 （午前）

感覚器センター

皮膚科 ５８５０

眼科 ５８６５ ２

月：網膜硝子体、ぶどう膜炎、
　　 角膜、神経、緑内障、涙道、
　　 外眼部、総合

[一般外来] 月・火・水・木（午前）

女性診療
センター

産科 ・ 婦人科 ５８８８

整形・運動機能
センター

整形外科 ・
リウマチ外科

５８４０ 1
月 （午前）

予約制（月～金）

小児診療
センター

小児科 ５７８７ ２

火：内分泌、血液・腫瘍（長期フォロー
　　アップ・移植後長期フォローアップ）

火 （午前）

放射線診療
センター

放射線科 ５８８０ 1
（部門により、外来は初診・再診どちらも曜日指定あり）

麻酔全身管理
センター

麻酔科
（ペインクリニック）

５８８５

予約制（月～金）

火：黄斑変性、神経

水：網膜硝子体、ぶどう膜炎、
　　 角膜、緑内障、総合

木：黄斑変性
　 　ロービジョン(第4・5週のみ)

金：斜視・弱視、涙道、外眼部

耳鼻咽喉科 ・
頭頸部外科

５８７０

リハビリテー
ションセンター

リハビリテーション科 ５７３１

漢方診療
センター

一般漢方外来
心身医療科

５７３１

口腔外科 ６６４０

産科 ・ 婦人科 ５８８８
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