
2023.5.1現在

曜日
　科

１診 松本 善明 河村　寛 金　宣眞 河村　寛 金　宣眞

２診 石橋 克彦 中河 啓悟 石橋 克彦 石橋 克彦 中河 啓悟

３診 鍋島 由宝 鍋島 由宝 児玉 健一郎 児玉 健一郎 鍋島 由宝

初診/再診 加世田 俊一 担当医 加世田 俊一 泉 可奈子 加世田 俊一
松本 善明
※便秘外来

初診/再診 泉 可奈子 加世田 俊一 ー 加世田 俊一 児玉 健一郎

禁煙外来 － 中河 啓悟 － － －

１診 小出　圭 池田 昌博 池田 昌博 小出　圭 高倉 有二

２診 － 高倉 有二 － 再　診 －

１診 池田 昌博 小出　圭 －

２診 再　診 再　診
有田 道典

(再診予約のみ)

－ ※ｽﾄｰﾏ外来 － － ※ｽﾄｰﾏ外来

１診 高橋 和寛 田中 隆治 住井 淳一

２診 田中 隆治 高橋 和寛 田中 隆治

３診 住井 淳一 住井 淳一 高橋 和寛

４診 ー － －

検査 － （手術）

１診 正路 貴代 大谷 恵子 芥川 秀之 内藤 博之 大谷 恵子

２診 内藤 博之 内藤 博之 正路 貴代 大谷 恵子 芥川 秀之

３診 ー
芥川 秀之

10:30～[予約制]
ー ー

正路 貴代
※第1，第3
10:30～

※第2　休診

１診 芥川 秀之 (手術) 芥川 秀之

２診 大谷 恵子 担当医 内藤 博之

頼田 友里 頼田 友里 頼田 友里 頼田 友里 頼田 友里

１診 上田 晃嗣 上田 晃嗣 上田 晃嗣 上田 晃嗣 上田 晃嗣

２診 川崎 真実 川崎 真実 川崎 真実 川崎 真実 川崎 真実

１診 担当医 担当医 担当医

検査　ESWL 検査　ESWL 検査　ESWL

藤井　守 藤井　守 藤井　守 藤井　守 藤井　守

麻 酔 科 担 当 医 担 当 医 担 当 医 担 当 医 担 当 医 －

津留 浩一郎 津留 浩一郎 津留 浩一郎 津留 浩一郎 津留 浩一郎 予約制

赤木 美沙季 岡田 信輔 久保 隆靖 竹腰 利英 竹腰 利英 (新患･急患受付可能)

丸川 和志 丸川 和志 丸川 和志 丸川 和志 丸川 和志

渡辺 智世 渡辺 智世 渡辺 智世 渡辺 智世 渡辺 智世

前田 章吾 前田 章吾 前田 章吾 前田 章吾 前田 章吾

－ 中木 優羽(午前) 粟井 和夫(午前) 植田　真智(午前)
高畑弥奈子/

石川美保(午前)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 住井 淳一 高橋 和寛 住井 淳一 田中 隆治 田中 隆治 －

〔受付時間〕 午　前…　８：００～１１：００ 〔内科専門〕

午　後…１１：１０～各科の受付終了時間は，上表のとおり

〔診療時間〕 ９：００～１７：００

各科の午後診療開始時間は，上表のとおり

〔休診日〕 土曜日，日曜日，祝日，５月１日，年末年始（12/29～1/3）

午前

消化器 ： 河村 寛，金 宣眞，松本 善明

循環器 ： 石橋 克彦，加世田 俊一
　　　 ： 中河 啓悟，泉　可奈子

肝　臓 ： 鍋島 由宝，児玉 健一郎

午前

歯　  科 午前・午後

放射線科 診断 13:00～

頼田 友里

耳鼻咽喉科

午前
14:00～

(15:30まで受付)午後
特殊検査[予約]

手術[予約]

藤井　守
奇数月第３週は

外来手術[予約]のみ

（手術） 藤井 守
特殊検査[予約]外

来手術[予約]

泌尿器科

午前 【午後】
　月・水・木のみ
　　13：00～
（15：30まで受付）午後 （手術） （手術）

(一般・レーザー)
[予約のみ]

産婦人科

午前 9:00～
（15:30まで受付）
※月・火曜日午後は

手術日のため、
午後外来は休診

午後 (手術) (手術)

(一般・レーザー)
[予約のみ]

皮 膚 科

午前 【午前】
    月・木のみ
 （10：30まで受付）

【午後】
     14：00～
 （15：30まで受付）

午後 （手術）

頼田 友里

頼田　友里 （手術）

整形外科
午前

（手術） （手術） －

午後

外　　科

午前 13:00～
(15:00まで受付)

午後 (手術) (手術)
※ｽﾄｰﾏ外来
火：11～12時,13～15時
金：10～12時午前・午後

内　　科

午前

13:00～
(15:00まで受付)
(専門は下記参照）

午後

１診 児玉 健一郎 石橋 克彦 泉 可奈子 中河 啓悟

外　来　診　療　分　担　表

月 火 水 木 金 診療開始時間等


