
診療科 月 火 水 木 金 土 休診・備考

初診 交代制（2診） 交代制（2診） 交代制（2診） 交代制（2診） 福味　禎子

再診（予約制） 福味　禎子 松永　敬一郎 福味　禎子 / 木戸　礼乃 神尾　学 松永　敬一郎

糖尿病 専門外来（午後） 土屋　博久 交代制 南　信明 交代制 交代制 完全予約制

沼田　裕一（28日 休診）
水政　豊 / 岡田　拓也

再診（予約制）
黒木 茂（11日島村・磯田）
/ 　　　前田　幸佑

岩澤　孝昌 沼田　裕一（27日 休診） 荒木　浩 水政　豊

包括的心不全センター
沼田・黒木（13日 休診）・岩澤

黒木（ASO・末梢血管）（13日 水政）

安達　晃一 安達　晃一

中田　弘子【末梢血管】 中田　弘子(第1,3週)

専門外来(午後) 中田（下肢創傷外来） フットケア外来 中田（下肢創傷外来） くつ外来（9,23日）

初診 織田　恒幸 三浦　溥太郎 上原　隆志 上原　隆志
15日 上原　隆志
1,8,22日 大河内　稔

再診（予約制） 上原　隆志 三浦　溥太郎 上原　隆志

初診
11,25日 森川　瑛一郎
4,18日 佐藤　晋二

吉原　努 諸井　厚樹 古川　潔人 高橋　宏太

11,25日 池田　隆明 森川　瑛一郎 高橋　宏太 諸井　厚樹 池田　隆明

4,18日 古川　潔人 佐藤　晋二（午後）

吉原　努

専門外来（午後） 池田（肝臓専門外来）

初診 交代制 中谷　研介 交代制 菅沼　利行 岡田　晋一郎

再診（予約制） 菅沼　利行 松本　理沙 大谷　菜穂子

専門外来 松原　由佳【乳腺外来】 ストーマ外来

初診 東島　威史 交代制 交代制 青柳　盟史 熊谷 いづみ

再診（予約制） 東島　威史 青柳　盟史 熊谷 いづみ

初診 徳永　雅彦 / 非常勤医師 折戸　啓介 / 笠間　文哉 稗田　裕太 糸川　慧 / 芝崎　泰弘 非常勤医師

山本　和良 長谷川　敬和【脊椎】 山本　和良 稗田　裕太 山本　和良（1日 休診）

長谷川　敬和【脊椎】 糸川　慧 折戸　啓介 笠間　文哉

芝崎　泰弘 徳永　雅彦

 小児科 初診 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

宮本 朋幸【成人先天性心
疾患】（5,19日 休診）

毛利　健【小児外科】 7日山藤　陽子【腎臓/糖尿病】

毛利 陽子【未熟児・新生児】 佐藤　隆介【アレルギー】

角　春賢【神経】 毛利 陽子【未熟児・新生児】 毛利　健【小児外科】 28日 有本　潔【神経】 宮本　朋幸【循環器】（1,15日 休診）

11,25日 村島　義範【循環器】 角　春賢【神経】 乳幼児健診 14,28日 田上　幸治【神経】 村島　義範【循環器】

予防接種 山藤　陽子【腎臓/糖尿病】

初診 志村　岳

再診（予約制） 福田　菜月（午後のみ）（4日 休診）

呼吸器外科 予約制 交代制 交代制
2,16,30（三ツ堀）
9,23（荒井）

木田　博勝（11日 休診） 木田　博勝 輿石　真 和知　敏樹 木田　博勝（15日 休診）

輿石　真 和知　敏樹 山本　みのり（20日 休診） 河野　明子 山本　みのり（22日 休診）

和知　敏樹（午後のみ）（18日 休診） 河野　明子 河野　明子（午後のみ）

専門外来 助産師外来 助産師外来（午前のみ） 助産師外来 助産師外来

形成外科 初診 髙瀨　税 横山　愛 髙瀨　税（21日 休診） 横山　愛
新患のみ受付
9（高瀨）
2,16,23（横山）

高瀨：21（木）

初診 大川 智子 / 中河原 怜子 大川 智子 / 中河原 怜子 大川 智子 / 中河原 怜子 大川 智子 / 中河原 怜子 大川 智子 / 中河原 怜子

専門外来 日帰り手術 皮膚アレルギーテスト 外来手術 外来手術/皮膚アレルギーテスト
特殊治療外来（いぼ・光線・学童）
/皮膚アレルギーテスト

泌尿器科 初診 黄　英茂 師尾　繁孝 中村　真利江 中村　真利江 黄　英茂
2,16（黄）
9,23,30（中村）

初診 西本　浩之 / 三宅　俊之 西本　浩之 / 三宅　俊之 西本　浩之 三宅　俊之（1日 休診）

専門外来 レーザー 特殊外来 特殊外来 特殊外来 2（三宅）16（西本）

初診
4,25日 松下 武史 /
11,18日 奥住　沙也 /
非常勤医師

松下 武史 / 奥住　沙也
奥住　沙也 / 鈴木　一宏
/
非常勤医師

新患のみ受付
7,21日　奥住　沙也
14,28日 鈴木　一宏

新患のみ受付
非常勤医師

専門外来 エコー（午後） 補聴器（午後） 補聴器（午後） 補聴器（午前）

脳神経内科 予約制 児矢野　繁（14：00～） 非常勤医師（14：00～）（1日 休診） 1（金）休診

精神科 予約制 認知症専門外来 認知症専門外来 予約制

放射線科（治療） 初診 小松　哲也 大泉　幸雄 小松　哲也 大泉　幸雄 小松　哲也

健診センター 予約制 交代制 畠山　和幸 畠山　和幸 池田　隆明

非常勤医師（予約のみ）

2,16,23（毛利　健）
9（佐藤）
30（宮本）

藤村　実穂（1日 休診）

2,30（熊谷）
9,23（青柳）
16（東島）

交代制

宮本　朋幸【神経】
（1,15日 休診）

木・金・土は新患のみ受付

2（折戸）
9（徳永）
16（稗田）
23（糸川）
30（山本）

予約のみ
2（輿石/和知）
9（木田/河野）
16（輿石/河野）
23（和知/河野）
30（木田/山本/和知）

新患のみ受付
9（松下）
23（鈴木）

予約制
木田：11（月）15（金）
和知：18（月）
山本：20（水）22（金）

呼吸器科

消化器科

皮膚科

産婦人科

心臓血管外科

外　科

再診（予約制）
整形外科

初診

脳神経外科

専門外来（午前）

再診（予約制）

耳鼻咽喉科

専門外来（午後）

藤村　実穂 福田　菜月 志村　岳腎臓内科

眼　科

初診（予約制）

総合内科
2,23,30（福味）
9,16（交代制）

循環器科

専門外来（予約制）
黒木（ASO・末梢血管）
（11日 休診）

初診 荒木　浩（4日 前田） 黒木　茂（12日 泊口） 岩澤　孝昌 / 前田　幸佑 泊口　哲也（8日 前田）
2（島村）9（水政）
16（黒木）23（泊口）
30（荒木）

沼田：27（水）28（木）
荒木：4（月）
黒木：11（月）12（火）13（水）
泊口：8（金）

包括的心不全センター
岩澤・沼田・黒木

三宅：1（金）

新患のみ受付
9（大川）
30（中河原）

山本：1（金）

予約制

定員制

9（大河内）

専門外来は予約制です
宮本：1（金）5（火）15（金）
19（火）

福田：4（月）
藤村：1（金）

一般外来

受付時間

8:30～11:30

（平日・土曜）

15:00～16:00


