
【 午前診 】
　診療時間　9：00～（受付時間　7：00～12：00）

月 火 水 木 金 土
総合内科 総合内科・感染症内科 総合内科 総合内科・感染症内科 総合内科

井上 啓二 津覇 実史 井上 啓二 津覇 実史 井上 啓二
糖尿・腎臓・一般内科 循環器・一般内科 高血圧・腎臓・一般内科 腎臓・一般内科 糖尿・腎臓・一般内科

山田 厳雄 札　琢磨 梅村 喜三郎 家始 ひとみ 山田 厳雄
腎臓・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 腎臓・一般内科

家始 ひとみ 杉山 健 杉山 健 杉山 健 家始 ひとみ
糖尿・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 腎臓・一般内科

田中 敦子 杉山 理恵子 杉山 理恵子 杉山 理恵子 杉山 理恵子 田中 久夫
消化器・一般内科 腎臓・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 糖尿・一般内科 消化器・一般内科

岡田 無文 家始 ひとみ 西尾 健 岡田 無文 田中 敦子 岡田 無文
消化器・一般内科 腎臓・一般内科 腎臓・一般内科 腎臓・一般内科 消化器・一般内科 循環器・一般内科

西尾 健 田中 久夫 家始 ひとみ 田中 久夫 西尾 健 札　琢磨
12診 冨山 貴司 鳥海 賢介 冨山 貴司 中島　仁 青山 真吾
13診 丹　彰浩 冨山 貴司 丹　彰浩 冨山 貴司 丹　彰浩 冨山 貴司

形成外科 形成外科 形成外科 外科 形成外科 形成外科

森　廣政 森　廣政 遠所 瑞拡 西野 貴子 森　廣政 森　廣政
10診 金　章夫
10診 加藤 麻衣子
1診 林　敬章 林　敬章 林　敬章 林　敬章 林　敬章 佐藤 満雄

予約外来 予約外来

村上 純子 妙中 直子 森本 絵美 村上 純子 村上 純子 森本 絵美
2診 石橋 眞里佳 堀田 芙美香 森本 絵美 森本 絵美
1診 末永 健太郎 末永 健太郎 末永 健太郎 末永 健太郎 末永 健太郎 末永 健太郎
2診 久家 沙希那 井上 智弘 吉松　豊 坂田 尚己 交替制

第1・3・5週 第2・4週

伴　龍生 伴　龍生 伴　龍生 伴　龍生 伴　龍生 伴　龍生

【 時間外診療センター 】
　午後の部：診療時間　14：00～（受付時間　13：00～16：30）
　夜間の部：診療時間　18：00～（受付時間　17：00～20：00）

月 火 水 木 金
腎臓・一般内科 糖尿病外来 消化器・一般内科 腎臓・一般内科 糖尿・腎臓・一般内科

予約外来 予約外来

家始 ひとみ 山田 厳雄 西尾 健 田中 久夫 山田 厳雄
糖尿病外来 糖尿・一般内科 腎臓・一般内科 総合内科 消化器・一般内科
予約外来 14：00～16：00 予約外来

田中 敦子 田中 敦子 家始 ひとみ 中谷 佳博 岡田 無文
レーザー外来（予約制） レーザー外来（予約制） レーザー外来（予約制）

森　廣政 森　廣政 森　廣政

耳鼻咽喉科 1診 林　敬章 林　敬章 林　敬章 林　敬章
1診 村上 純子 森本 絵美 歌村 翔子 下村 嘉一 村上 純子
2診 中嶌 彩夏 永江 由季 森本 絵美 森本 絵美

予約外来

村上 純子
1診 末永 健太郎 井上 智弘 末永 健太郎 末永 健太郎 末永 健太郎

１ヶ月・後期健診（予約制）

予防接種 末永 健太郎 予防接種 予防接種
第2・4週 第1・3・5週

伴　龍生 伴　龍生
消化器・一般内科 消化器・一般内科 高血圧・腎臓・一般内科 糖尿・腎臓・一般内科 膠原病・一般内科

予約外来

杉山 健 岡田 無文 梅村 喜三郎 山田 厳雄 交替制
消化器・一般内科 消化器・一般内科 消化器・一般内科 膠原病・一般内科

黒木 恵美 由谷 逸朗 杉山 健 交替制
血液内科・一般内科

交替制
整形外科 12診 交替制 松村 文典 新屋敷　佑 上田 広伸 中川 淳生

形成外科

非常勤医
形成外科 形成外科 形成外科 外科 レーザー外来（予約制）

非常勤医 非常勤医 森　廣政 西野 貴子 森　廣政

皮膚科 10診 濱口 麻衣

耳鼻咽喉科 1診 武田 和也 宮本 一宏 林　敬章 大﨑 康宏 大月 直樹

小児科 1診 末永 健太郎 末永 健太郎 交替制 交替制 末永 健太郎

※　レーザー外来は、外科外来にて診察いたしております。

　　 尚、診察は完全予約制です。レーザー外来専用フリーダイヤル　０１２０－４５－３９８７

※　都合により担当医が変更になる場合がありますので、ご来院の際は必ずご確認ください。

〒594-1105　和泉市のぞみ野1-3-30　TEL　0725-55-1919　FAX　0725-55-1688
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