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内科

※神経内科、脳卒中内科は脳神経外科の担当表をご覧ください。

受付時間 月 火 水 木 金

初診 午前 木・金 亀山 亀山 菓子井 伊藤 野々村

　　8:30～11:00 岩本 髙取 西野

ただし、月・火・水は 庵

8:30～12:30 佐野

高嶋 中川

午後

月 火 水 木 金

再診 午前 菓子井 西川 菓子井 岩本

髙取 岩本・西野(10:30まで)

野々村 井上（第1・3・5） 亀山 亀山 大原

大学医（第4,深原） 野々村

伊藤 大学医(黒田) 佐野

中川 松本 松本（第1.3） 松本

大学医(林) 大学医（菓子井　達）

午後

野々村 亀山 亀山

大原 野々村 大原

伊藤 伊藤 伊藤

佐野

中川 中川（月2回）

大学医(今西)

小児科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～11:00

再診　8:30～11:30

午後 14:00～16:00 月・水・木・金 松倉※

予防接種

(14:00～16:00)

外科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～11:00 １診 小島 坂東 坂東 田近(予約制) 大澤

再診　8:30～11:30 ２診 清水 大澤 清水 清水

午後 14:00～16:00 火、木(予約) １診 坂東 坂東(予約制)

整形外科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～10:30 １診 藤井 吉田 藤井 吉田 藤井

再診　8:30～11:30 ２診 吉田 高嶋 相川 高嶋 相川

３診 高嶋 相川 高嶋 藤井 吉田

午後 16:30～17:30 火曜（予約） １診 【少年野球肘外来】 　

藤井(予約制)

※毎月第4金　13:30～15:00の間は4ヶ月健診のため不在です。

１診 松倉 松倉 松倉 松倉 松倉

１診 松倉 予防接種
1ヵ月健診＋乳児健診

（14:00～15:00）

松倉

松倉

予約のみ

消化器

循環器

糖尿・内分泌

腎臓

呼吸器

腎内

内科　午後の診療は紹介・予約の方のみとなります。

分野

予約のみ

消化器

循環器

糖尿・内分泌

腎臓

呼吸器

糖尿・内分泌

2018.6.1

分野

一般内科

消化器

循環器
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月 火 水 木 金

1診 ー 久保 白石 ー ー

２診 髙
【 脳卒中内科 】

古井
髙 岡本 担当医

３診 堀江 堀江 堀江(紹介・初診) 久保 堀江

１診
【脳卒中内科】

古井
ー ー

【神経内科】

 田口
ー

午後 13:30～15:00 ２診 ー 【頭痛】　古井 髙 岡本 担当医

３診 堀江 堀江 ー
【脳血管内治療外来】

久保（予約制）
堀江

産婦人科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 １診 結城 結城 結城 結城 結城

２診 大学医(草開) 大学医(伊藤)

午後 １診 結城 結城 結城 手術 結城

２診 手術　大学医(草開) 大学医(伊藤)

皮膚科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～11:00

再診　8:30～11:30

午後

泌尿器科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～11:00

再診　8:30～11:30

初診　10:00～11:00

再診　10:00～11:30

午後
　初診　13:30～15:00　 １診 木村

【男性不妊症外来】

風間 木村

再診　13:30～15:30 ２診 保田 保田 (保田)

眼科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 8:30～11:00 月・水・木・金 １診 岩佐 岩佐 岩佐 岩佐

9:30～11:00 火 １診 大学医(柚木)

9:00～11:00 火 ２診 林教授(第1・3)

午後 (予約外)14:00～15:30 １診 手術・予約検査 手術 予約検査 岩佐 予約検査

(予   約)14:00～16:00 ２診 【斜視外来】三原

（第1・5水　予約のみ)

月・水・木 手術 手術

２診 保田 木村 木村 保田 保田

受付時間

　　初診　8:30～11:00

　　再診　8:30～11:30
午前

崎田 崎田

１診 風間 保田 風間 木村 風間

崎田　　　14:00～16:00 月・水・木・金 １診 崎田 手術

崎田

脳神経外科 ・ 脳卒中内科 ・ 神経内科

8:30～11:30

13:30～16:00

１診 崎田 崎田 崎田 崎田
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耳鼻咽喉科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初診　8:30～11:00 (水は10:30まで)

再診　8:30～11:30 (水は11:00まで)

午後 　　　14:00～15:30 月・金　 １診 外来手術 手術 外来手術

予約制 検査 検査

放射線科・IVR

受付時間 月 火 水 木 金

午前 10:00～12:00 １診 蔭山 蔭山 ー 蔭山 蔭山

午後 14:00～17:00 １診 蔭山 蔭山 ー 蔭山 蔭山

歯科口腔外科

受付時間 月 火 水 木 金

午前 初・再診　8:30～10:30 １診 井上

初・再診　8:30～11:00 １診 井上 井上 井上 井上

午後

健康管理センター

受付時間 月 火 水 木 金

午前 １診 松本 松本 利波 井上 伊藤

午後 松本 ー 堀江 堀江 ー

予約

　　　　　　　　全て予約制

予約

　　　13:30～16:00 月・水・木・金 １診 予約 手術 予約 予約 予約

１診 木村 木村 木村 木村 木村


