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外来の受付時間について 

 

１ 診察券のない方 ：８時３０分～ 

２ 診察券がある方 ：７時５０分～ 

※紹介状や各種検査データをご持参の方は８時３０分より１階・紹介状受付で承ります  

 

診療科によって受付時間が異なります。下の表でご確認ください 

診療科別 外来患者受付時間一覧 

 月 火 水 木 金 

内 科 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

神経内科 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

外 科 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

小児科 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

小児外科 ※～15:00 手術日のため不可 ※～15:00 ※～15:00 手術日のため不可 

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ科 完全予約制です。事前にご予約のうえご来院ください。 

整形外科 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

脳神経外科 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

産 科 ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 

婦人科 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

皮膚科 ～11:30 ～11:00 ～11:30 ～11:00 ～11:30 

泌尿器科 ～11:30 ～11:30 ～10:30 ～11:30 ～10:30 

眼 科 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

耳鼻科 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

 
         

 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
小児外科 
 

 
原則予約制です：緊急時はご相談ください 

 
産科 
 

 
初診は完全予約制です 

 
整形外科 
 

 
原則紹介予約制です 

 
小児保健部 
 
健康管理センター 
 

 
事前にお問い合わせの上ご来院ください 
代表番号：03-3400-1311 
交換手がおつなぎします 

※下記診療科には注意事項があります 
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Outpatient Reception Time 

 

１ Those who don’t have a hospital ID card →8:30a.m.～ 

２ Those who have a hospital ID card→7:50a.m.～ 

*Please submit a referral letter or examination data on the first floor if you have them. 

We accept them from 8:30 a.m. 

 

Reception Time differs from one department to another. 

Check with the table below. 

 

 Mon Tue Wed Thu Fri 

Internal Medicine ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

Neurology ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

Surgery ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

Pediatrics ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

Pediatric Surgery ※～15:00  ※～15:00 ※～15:00  

Psychiatry You need to make an appointment in advance. 

Orthopedics ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

Neurosurgery ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

Obstetrics ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 ※～15:00 

Gynecology ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 ～15:00 

Dermatology ～11:30 ～11:00 ～11:30 ～11:00 ～11:30 

Urology ～11:30 ～11:30 ～10:30 ～11:30 ～10:30 

Ophthalmology ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

Otorhinolaryngology ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 ～11:30 

   

 

 

Pediatric Surgery Generally, you need an appointment to visit this 

department except for an emergency case.  

Obstetrics When you visit this department for the first time, you 

need an appointment. 

Orthopedics You need an appointment and a referral letter to visit 

this department. 

Children Health Care 

Health Care Center 

Please make a phone call before you visit these two 

places.   ℡：03-3400-1311 

Our telephone operators put you through to the place 

you need. 

Please note the following. 

 


