
令和元年9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 第1・3・5　森　智崇 小河原　大樹 原田　達彦 第1・3・5　朝野　寛視 吉田　將孝 外科 受付 白石　斗士雄 森野　茂行 中村　昭博 稲村　幸雄 森野　茂行

6106 （消化器） (呼吸器) (呼吸器) （呼吸器） (呼吸器) 6111 （一般） （呼吸器） （呼吸器） （一般・小児） （呼吸器）

～

第2・4　福田　浩子 第2・4　小野　沙和奈 村上　豪志 馬場　雅之 村上　豪志 馬場　雅之 若田　幸樹

6107 （消化器） （呼吸器） 診察室 （消化器） （乳腺） （消化器） （乳腺） （消化器）

初　診② 阿部　伸一 庄司　寛之 [午前]  前田　泰宏 山尾　拓史 第1・3・5 江藤　真実 6113 角田　順久 荒木　政人 濱田　聖暁 荒木　政人 角田　順久

（腎臓） （消化器） （消化器） （糖尿病・内分泌） （消化器） （消化器） （消化器） （消化器） （消化器）

第2・4　道辻　徹 藤田　朋宏 松本　理宗

（リウマチ・膠原病） （一般・呼吸器） （一般）

初　診③ 第1・3・5　森内　幸美 山崎　浩則 第1・3・5　鳥山　愛生 第2・4[午後]　錦戸　慎平 11:00～13:00 11:00～13:00 11:00～13:30 11:00～13:00 11:00～13:00

（血液） （糖尿病・内分泌） （血液） （糖尿病・内分泌） 14:00～14:30 14:00～14:30 （予約） 14:00～14:30 14:00～14:30

第2・4　牧山　純也 [午後]松尾　巴瑠奈 第2・4　古本　嵩文 （予約） （予約） （予約） （予約）

（血液） （糖尿病・内分泌・ﾘｳﾏﾁ・膠原病） （血液） 整形外科 受付 初　診 杉山　健太郎 田口　勝規 上木　智博 中山　宗郎 急患外傷のみ

診察室 初　診④  早田　宏 藤本　武士 松崎　寿久 6112 （下肢・スポーツ専門）

6133 （呼吸器） （脳神内） （肝臓・消化器） 再　診 中山　宗郎 杉山　健太郎 田口　勝規 上木　智博

～ 初　診⑤　 鈴木　貴久 専門外来 第2・4　下肢・スポーツ専門

6134 （リウマチ・膠原病） 皮膚科 受　付 初　診 吉見　公佑 池原　進 吉見　公佑 池原　進 冨野　千愛

6196 原田　達彦 小河原　大樹 吉田　將孝 小野　沙和奈 6217 再　診 冨野　千愛 吉見　公佑 池原　進 冨野　千愛 吉見　公佑

～

 福田　雄一 病棟往診 池原　進 冨野　千愛 冨野　千愛 吉見　公佑 池原　進

6199 山尾　拓史 耳鼻咽喉科 受　付 初診/再診 西　秀昭 前田　耕太郎 安達　朝幸 木谷　修一 久永　将史

森　智崇 6218 再　診 久永　将史 西　秀昭 久永　将史 西　秀昭

[午前] 山崎　浩則 [午前] 江藤　真実 糖尿病・内分泌外来 [午前] 　山崎　浩則 第1・3・5　 診察室 再　診 前田　耕太郎 安達　朝幸 前田　耕太郎 安達　朝幸

[午後] 在宅自己注射 [午後] 松尾　巴瑠奈 [午前] 　江藤　真実 [午後]木谷　修一

　　　　　導入外来 第2・4 6219 特殊外来 第2･4　喉頭外来 第1・3　補聴器外来

[午前] 　道辻　徹 13:00～15:00 14:00～

毎週 小児科 受付 １　診 木下　麻莉子 大坪　善数 横川　真理 原口　康平 尾曲　久美

[午後]錦戸　慎平 6220 ２　診 角　至一郎 佐々口　祐子 木下　麻莉子 嶋崎　敦 桐野　泰造

[午前]  前田　泰宏 [午後] 第1・3・5 番園　隆浩 藤本　武士 [午前]  前田　泰宏 診察室 ３　診 原口　康平 桐野　泰造 尾曲　久美 角　至一郎 横川　真理

[午後] 　藤本　武士 　　　　　第2・4　鳥村　大司 [午後]　林　信孝　 6222 専門外来 発達外来　乳児検診 シナジス外来 血液　第2・4 心臓　第2・4 神経　第2・4

午　後 １4：00～15：00 15：00～（予約） 13：00～（予約） 13：00～（予約） 14:00～（予約）

歯　科 受付 初　診 溝口　裕司 池田　久住 溝口　裕司 池田　久住 池田　久住

腎　臓 坂本　良輔 阿部　伸一 林　可奈子 坂本　良輔 6221 溝口　裕司

[午後] 道辻　徹 [午前] 鈴木　貴久 [午後] 松尾　巴瑠奈 第2・4  道辻　徹 再　診 池田　久住 溝口　裕司 池田　久住 溝口　裕司 池田　久住

[午後] エコー外来 溝口　裕司

内分泌 [午後]　月1回 眼　科 受　付 初　診 伊藤　理佐 岸川　泰宏 梅津　絵美 久保田　伸 伊藤　理佐

脳神経外科 受付 初　診 岩永　充人 岩永　充人 林　健太郎 林　健太郎 岩永　充人 6210 再診① 藤川　亜月茶 梅津　絵美 藤川　亜月茶 岸川　泰宏 久保田　伸

6109 再　診 藤本　隆史 林　健太郎 藤本　隆史 小川　由夏 再診② 久保田　伸 藤川　亜月茶 伊藤　理佐 梅津　絵美 岸川　泰宏

泌尿器科 受　付 初　診 第1･3･5　古川　正隆 相良　祐次 今里　祐之 古川　正隆 今里　祐之 再診③ 岸川　泰宏 田代　紘子 久保田　伸 藤川　亜月茶 田代　紘子

6110 第2・4　城島　五穂 病棟往診 梅津　絵美 久保田　伸 岸川　泰宏 伊藤　理佐 藤川　亜月茶

再　診 相良　祐次 今里　祐之 古川　正隆 今里　祐之 相良　祐次 麻酔科 受付 疼痛外来 鳥羽　晃子 青木　浩 原　克己 青木　浩 青木　浩

城島　五穂 6211 術前外来 宮﨑　友理 原　克己 鳥羽　晃子 鶴長　容子 横山　明弘

専門外来 前立腺ﾊﾟｽ外来 緩和ケア科 6118 冨安　志郎 冨安　志郎 青木　浩 冨安　志郎 冨安　志郎

12：30～ 産婦人科 受付 中山　大介 吉田　敦 野々下　晃子 第1・3・5　川下さやか 村上　誠　

循環器 受付 初　診 第1･3　江藤　良 室屋　隆浩 波多　史朗 楠本　三郎 6214 第2・4　初診・再診

センター 6011 第2･4･5　新北　浩樹 永田　幸

不整脈外来　園田浩一朗 PAD外来 永田　幸 村上　誠 吉田　敦 中山　大介 野々下　晃子

再　診 楠本　三郎 新北　浩樹 新北　浩樹 園田　浩一朗 波多　史朗 川下　さやか 川下　さやか

第1･3　江藤　良 大塚　開希 室屋　隆浩 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　安楽　邦明

心臓血管外科 受付 初再診 迫　史朗 迫　史朗 6213 第2・4　木下　直志

6011 久富　一輝 久富　一輝

田﨑　雄一 田﨑　雄一 　：改定箇所

●　<新規患者さんの紹介について>　新規で紹介される患者さんについては必ず事前予約をお願いします。緊急の場合は、紹介元の先生より各診療科の医師へご相談ください。

【代表電話】　0956-24-1515　　　【ＦＡＸ】　0956-22-4641　　　【地域連携ｾﾝﾀｰFAX】　0956-24-0474　　　【救急室FAX】0956-87-1542

ストーマ外来
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