
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月 火 水 木 金

2診 沖田　幸祐 桑代　紳哉 沖田　幸祐 桑代　紳哉 白築　祥吾

3診 末永　成之／青山　将司 植木谷　俊之 末永　成之 近藤　哲 植木谷　俊之（午前のみ）

5診 横山　雄一郎 横田　恭之/白築　祥吾 中村　宗剛 横山　雄一郎 中村　宗剛

6診 斎藤　満（予約のみ）／松本　怜子

8診 斎藤　満（予約のみ）

7診 畑尾　克裕 畠中　諒子 畑尾　克裕 畠中　諒子 畑尾　克裕

8診 安藤　大嗣 畠中　諒子

10診 能野　翔太 山下　浩司 能野　翔太 山下　浩司

午　後 10診 山下　浩司

1診 小川　宏 岩見　孝景 原田　希 小川　宏 岩見　孝景

2診 分山　隆敏 平塚　淳史 平塚　淳史 分山　隆敏 原田　希

3診 田中　正和 縄田　純也 中嶋　佑輔 田中　正和 縄田　純也

5診 中嶋　佑輔 松山　哲也 松山　哲也

5診 藤田　陽

6診 池永　茂 池永　茂

総合診療内科 午　前 1診 井本　友加 竹内　廉 井本　友加 三浦　俊郎 竹内　廉

1診 石川　尚子 立石　浩 福田　謙 東　良紘 立石　浩

2診 東　良紘 石川　尚子 市来　章裕 石川　尚子 福田　謙

3診 内田 正志 内田 正志(学生指導) 市来　章裕

1診 予防接種
（心臓外来）

※第1（古田）第2（岡田）
第3（大西）第4（鈴木）

（心臓外来）
古田※第2金曜
大西※第4金曜

2診 内田　正志(慢性疾患） 乳児健診 福田　謙（慢性疾患） 藤田　京子(慢性疾患) 内田　正志(慢性疾患)

3診 立石　浩(未熟児・慢性) 予防接種 市来　章裕(慢性疾患) 東　良紘（慢性疾患） 石川　尚子（慢性疾患）

得能　和久 秋山　紀雄 爲佐　卓夫 河岡　徹 秋山　紀雄

山本　滋 池　創一 山本　滋 西田　裕紀 末廣　祐樹

河岡　徹 藤田　雄司 末廣　祐樹 得能　和久（AMのみ） 藤田　雄司

爲佐　卓夫 池　創一

西田　裕紀

山本　学（リウマチのみ） 山本　学 吉田　紘二 山本　学 吉田　紘二

明石　浩介 森重　昌志 明石　浩介 藤本　和弘 森重　昌志

藤本　和弘 川上　武紘 市原　佑介 市原　佑介 川上　武紘

第1・3・5週　原田 有彦

原田　有彦 上田　祐司 原田　有彦 原田　有彦 上田　祐司

原田　克己 原田　克己 藤山　雄一 原田　克己

安部　真彰（初診） 小笠原　淳一（再診） 松尾　欣哉 小笠原　淳一（初診） 安部　真彰（再診）

市川　靖充 市川　靖充 市川　靖充

(第2・4予約制)井本 浩哉

石原　秀行（第1・3）

野村　貞宏
（偶数月の第1水曜）

中野　純二 中野　純二 中野　純二 中野　純二 中野　純二

三好　由華 久本　沙和(形成外科) 三好　由華 三好　由華 三好　由華

井上　礼乃 那須　誉人 土田　昌弘 三井　博 三井　博

三井　博 土田　昌弘 江口　賢 藤井　央法 井上　礼乃

藤井　央法

江口　賢 土田　昌弘 (検査) 三井　博 三井　博

平林　啓 沼　文隆 中川　達史 山縣　芳明 沼　文隆

山縣　芳明 平田　博子 山縣　芳明 平林　啓 中島　健吾

産　　科 中川　達史 中島　健吾 平田　博子 中島　博予 山縣　芳明

芳野　秀晃(予約のみ) 芳野　秀晃 芳野　秀晃(予約のみ) 芳野　秀晃 芳野　秀晃

村田　晃彦 村田　晃彦 村田　晃彦 村田　晃彦 村田　晃彦

佐久間　彩乃 佐久間　彩乃 佐久間　彩乃 佐久間　彩乃

樽本　俊介（10時～） 遠藤　史郎 遠藤　史郎 遠藤　史郎 岩本　文

長門　晋平 岩本　文 長門　晋平 岩本　文 長門　晋平

片山　節 安井　正泰（再診のみ） 折橋　典大 片山　節（再診のみ） 折橋　典大

山下　武則 安井　正泰 山下　武則

村木　祐孝 村木　祐孝 村木　祐孝 村木　祐孝  村木　祐孝

西山　祐生 西山　祐生 西山　祐生 西山　祐生 西山　祐生

櫻井　拓真 櫻井　拓真 櫻井　拓真 櫻井　拓真 櫻井　拓真

清水　清美 清水　清美 清水　清美 清水　清美 清水　清美

山下　唯可 山下　唯可 山下　唯可 山下　唯可 山下　唯可

清水　清美 清水　清美

緩和ケア内科 伊東　武久 伊東　武久 伊東　武久

物忘れ外来 宮本　光一郎(再診) 宮本　光一郎(再診) 宮本　光一郎(再診) 宮本　光一郎(再診)

(完全予約制) 宮本　光一郎(初診) 宮本　光一郎(初診) 宮本　光一郎(初診)

整形外科変更あり　　　月曜日1診　山本　学　リウマチのみ診療

　徳　山　中　央　病　院　　外 来 医 師 担 当 表

初診受付１１時まで 令和元年6月18日現在

診　　　療　　　科

２　診

３　診

消化器内科 午前／午後

血液・内分泌内科
午　前

心臓病センター

循環器内科
(午前)

心臓血管外科

脳神経内科（4診）

脳卒中内科(1診)

てんかん外来(14時～17時)

小　児　科

午　前

午　後

外　　科 午　前/午　後

整形外科
10時30分まで受付

１　診

※初めての方はかかりつけ医から当院の地域連携室を経由して事前予約をお取りください。
    事前予約のない方は当日の診療は行わず、次回予約の受付のみとなります。

脳血管内治療外来（14時～）

小児脳神経外科外来（14時～）

皮　膚　科
１　診

２　診

脳神経センター
(水曜のみ10：30まで

受付)

１診

２診

３診

平田　博子
（婦人科・産科）

中島　博予
（婦人科）

高崎　ひとみ
（産科）

第1・3・5/平田
第2・4/中川

胎児スクリーニング
（予約のみ）

泌尿器科
午　前

午　後

婦人科 午　前

午　前

高崎　ひとみ
（婦人科）

眼　　　科
初診      月・水10時
火・木・金11時まで

１　診

２　診

３　診

耳鼻咽喉科
10時までの受付

１診

２診

午後の診療受付時間
13時～15時30分

午後

放射線科
１　診

２　診

歯科・口腔外科
初診　水10時まで

１　診

２　診

３　診

ペインクリニック内科
午　前

午　後

午　前

午　前

午　後
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