
（平成３１年２月１日現在）　

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 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 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
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

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 消化器・一般内科

岡田 無文 家始 ひとみ 西尾 健 岡田 無文 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
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
総合内科・感染症内科 腎臓・一般内科 総合内科 消化器・一般内科

14：00～16：00 予約外来

津覇 実史 家始 ひとみ 中谷 佳博 岡田 無文
10診 冨山 貴司
12診 丹　彰浩 三木 良久 冨山 貴司 中島 仁 上田 広伸 冨山 貴司
13診 船渡 朋久 冨山 貴司 丹　彰浩 船渡 朋久 丹　彰浩 船渡 朋久
12診 冨山 貴司

予約外来

丹　彰浩
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 吉田 雄太 森　廣政 森　廣政
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

脳神経外科 午前診 10診 金　章夫

午前診 10診 加藤 麻衣子
リンパ浮腫外来（予約制）

第1週　13：00～

大熊 守也

午前診 1診 林　敬章 林　敬章 林　敬章 林　敬章 林　敬章 森川 大樹

午後診 1診 林　敬章 林　敬章 林　敬章
1診 村上 純子 七部　史 村上 純子 交替制
2診 岩田 明子 堀田 芙美香

予約外来 予約外来

村上 純子 村上 純子 村上 純子 村上 純子
2診 岩田 明子 堀田 芙美香 下村 嘉一
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 森本 優一 交替制 杉本 圭相 坂田 尚己 高田 のり
1診 末永 健太郎 交替制 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
1診 伴　龍生 伴　龍生 藤井 光久 伴　龍生 伴　龍生 伴　龍生
2診

午後診 1診 伴　龍生 藤井 光久 伴　龍生

【診察受付時間】
　午前診　　７：００～１２：００（診察開始   ９：００～）、午後診　１３：００～１６：３０（診察開始 １４：００～）

◎夜間診療センター
月 火 水 木 金

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 消化器内科／神経内科

予約外来 第１・４・５週／第２・３週

杉山 健 西尾 健 梅村 喜三郎 山田 厳雄 高島／柳本
消化器・一般内科 膠原病・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 交替制 由谷 逸朗 杉山 健 交替制
消化器・一般内科 呼吸器・一般内科

岡田 無文 交替制
12診 冨山 貴司 交替制 丹　彰浩 中島 仁 交替制
13診 交替制 松村 文典 三平　整 交替制 交替制

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 吉田 雄太 森　廣政
第1週／第2･3・4・5週

大熊／濱口
1診 白石 功 小山　一 林　敬章 白石 功 小山　一
1診 交替制 末永 健太郎 交替制 交替制 末永 健太郎

【診察受付時間】
　１７：００～２０：００（診察開始　１８：００～）

※　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。

耳鼻咽喉科
小児科
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整形外科

形成外科・外科
10診

11診

皮膚科 10診

産婦人科
午前診

診　療　科

内　科

1診

2診

3診

耳鼻咽喉科

眼　科

午前診

午後診
1診

小児科

午前診

午後診
2診

形成外科・外科
午前診 11診

午後診 11診

皮膚科
午後診 10診

午後診

1診

2診

整形外科

午前診

午後診
13診

外来診療担当医表

診　療　科

内　科

午前診

1診

2診

3診

6診

7診

8診


