
平成28年2月1日現在

診療科 内線 月 火 水 木 金 診療科 内線 月 火 水 木 金

内科 受付 初　診① 吉田　亮 深堀　範 小河原　大樹 ○第1･3･5週 心臓血管外科 受付6011 初再診 迫　史朗 迫　史朗

6106 （消化器） (呼吸器) (呼吸器) 道津　洋介（呼吸器） 久富　一輝 久富　一輝

～

※2/8、22のみ ○第2・4週 横瀬　昭豪 横瀬　昭豪

6107 日野　直之（消化器） 住吉　誠（呼吸器） 整形外科 受付 初　診 中添　悠介 田口　勝規 前原　史朋 太田　真悟 土居　満

初　診② 中沢　将之 吉川　大介 宮崎　禎一郎 山尾　拓史 野中　文陽 6112 再　診 太田　真悟 中添　悠介 土居　満 田口　勝規 前原　史朋

（腎臓） （消化器） （神経） （消化器） （糖尿病・内分泌） 脳神経外科 受付 初　診 上之郷　眞木雄 上之郷　眞木雄 上之郷　眞木雄 上之郷　眞木雄 上之郷　眞木雄

初　診③ ○第1･3･5週 山崎　浩則 ○第1･3･5週 6109 再　診 林　之茂 松尾　義孝 林　之茂 林　健太郎 白川　靖

糸永　英弘（血液） （糖尿病・内分泌） 田口　正剛（血液） 再　診 白川　靖

○第2・4週 ○第2・4週 14：00～16：00

谷口　広明（血液） 森内　幸美（血液） 泌尿器科 受　付 初　診 古川　正隆 平島　定 丸田　大 古川　正隆 平島　定

診察室 初　診④  早田　宏 藤本　武士 吉村　映美 6110 再　診 平島　定 丸田　大 古川　正隆 平島　定 丸田　大

6133 （呼吸器） （神経内科） （消化器） 丸田　大 古川　正隆

～ 道津　洋介 小河原　大樹 住吉　誠 深堀　範 小児科 受付 １診 角　至一郎 大坪　善数 神戸　太郎 大西　愛 谷岡　真司

6134 本田　徳鷹  福田　雄一 6220 ２診 西口　亮 大塚　雅和 河田　宗一郎 西口　亮 大塚　雅和

6196 吉川　大介 吉田　亮 吉村　映美 山尾　拓史 診察室 ３診 河田　宗一郎 大西　愛 谷岡　真司 角　至一郎 神戸　太郎

～

日野　直之 6222 専門外来 発達外来　乳児検診 シナジス外来 血液　第2・4週 心臓　第2・4週 神経　第1・2・4週

6199 [午前] 山崎　浩則 [午前] 野中　文陽 山崎　浩則 [午前] 山崎　浩則 午後 １4：00～15：00 １5：00～16：00（予約） 13：00～（予約） 13：00～（予約） 14:00～（予約）

[午後] 野中　文陽 [午後] 在宅自己注射 [午後]岡本　百々子 [午後]有森　春香 産婦人科 受付 初　診 中山　大介 布施　正樹 築山　尚史 野々下　晃子 村上　誠　

　　　　　導入外来 6214 再　診 野々下　晃子 村上　誠 布施　正樹 中山　大介 築山　尚史

[午前] 宮崎　禎一郎 藤本　武士 [午前] 宮崎　禎一郎 皮膚科 受　付 初　診 三根　義和 池原　進 三根　義和 池原　進 根井　悠里江

[午後] 藤本　武士 [午後]　　島　智秋　 6217 再　診 根井　悠里江 三根　義和 池原　進 根井　悠里江 三根　義和

血液 森内　幸美 谷口　広明 糸永　英弘 田口　正剛 病棟往診 池原　進 根井　悠里江 根井　悠里江 三根　義和 池原　進

腎臓 森　篤史 中沢　将之 上野　茉央 森　篤史 耳鼻咽喉科 受　付 初診/再診 西　秀昭 藤山　大祐 花牟禮　聡美 ※藤山　大祐 山本　昌和

[午後] 野中　文陽 6218 /山本　昌和

　　　   岡本　百々子 再　診 山本　昌和 西　秀昭 山本　昌和 西　秀昭

※第2・4週　　　 診察室 再　診 藤山　大祐 花牟禮　聡美 藤山　大祐 花牟禮　聡美

一瀬邦弘 ・ 岩本直樹 6219 再　診 安達　朝幸

循環器 受付 初　診 ○第1･3週 松本　雄二 波多　史朗 上野　裕貴 14:00～

センター 6011 園田　浩一朗 特殊外来 第2･4週喉頭外来 第1・3補聴器外来

○第2･4･5週 13:00～15:00 14:00～

新北　浩樹 眼　科 受　付 初　診 和田　光代 隈上　武志 久保田　伸 隈上　武志 時村　源一郎

再　診 上野　裕貴 新北　浩樹 波多　史朗 園田　浩一朗 波多　史朗 6210 再診（一診） 久保田　伸 時村　源一郎 隈上　武志 久保田　伸 和田　光代

新北　浩樹 松本　雄二 再診（二診） 隈上　武志 和田　光代 和田　光代 時村　源一郎 久保田　伸

不整脈外来 [午後]PAD外来 再診（三診） 時村　源一郎 田代　紘子 時村　源一郎 和田　光代 田代　紘子

外科 受付 診察室① 中村　昭博 松本　博文 中村　昭博 荒井　淳一 松本　博文 病棟往診 時村　源一郎 久保田　伸 時村　源一郎 和田　光代 隈上　武志

6111 （呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） （消化器） （呼吸器） 形成外科 受付 初診/再診 安楽　邦明 木下　直志 安楽　邦明 木下　直志 ○第1･3･5週

診察室② 稲村　幸雄 進藤　久和 福岡　秀敏 進藤　久和 久永　真 6213 安楽　邦明

診察室 （一般） （乳腺） （消化器） （乳腺） （一般） ○第2･4週

6113 診察室③ 福岡　秀敏 飛永　修一 石川　啓 黨　和夫 飛永　修一 　 木下　直志

（消化器） （消化器） （消化器） （消化器） （消化器） 歯　科 受付 初　診 溝口　裕司 永松　敬 溝口　裕司 永松　敬 永松　敬

小栁　彰 森　くるみ 稲村　幸雄 石井　光寿 6221 溝口　裕司

（一般） （一般） （一般） （一般） 再　診 永松　敬 永松　敬 永松　敬 永松　敬 永松　敬

13：00～14：30 溝口　裕司 溝口　裕司 溝口　裕司 溝口　裕司 溝口　裕司

16:00～16：30 麻酔科 受付 疼痛外来 青木　浩 原　克己 青木　浩

（予約） 6211 術前外来 鶴長　容子 原　克己 鳥羽　晃子 松永　祥志 鳥羽　晃子

青木　浩 青木　浩 原　克己 青木　浩 青木　浩

●　※は隔週交代勤務となります。　〇は、１・３・５週と２・４週の勤務と分かれております。

●　<新規患者様の照会について> ：改定箇所

　　新規で紹介される患者様については必ず事前予約をお願いします。緊急の場合は、地域連携室へご相談ください。

専門外来

（整形外来室）

ストーマ外来

緩和ｹｱ外来

【代表電話】　0956-24-1515　　　【ＦＡＸ】　0956-22-4641　　　【地域連携室FAX】　0956-24-0474　　【医局ＦＡＸ】　0956-23-9019　　【救急室FAX】0956-87-1542
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