
     平成２８年９月 外来診療担当表 市 立 御 前 崎 総 合 病 院 

〒437-1696静岡県御前崎市池新田2060
TEL 0537-86-8511　FAX 0537-86-8518

月 火 水 木 金 お知らせ
津田(第1･3･5:初診)9:00～

綱分(第2･4:初診)9:00～

岡伸一郎(隔週)
一戸宏哉(隔週）

循環器外来 山下哲史(予約制) 向井正明(予約制) 坂本篤志(予約制)

呼吸器外来 美甘真史(予約制) 穂積宏尚(予約制)
腎臓内科外来 髙橋　聡(予約制） 髙橋　聡(予約制)
糖尿病外来 榛葉孝弘(予約制)

神経内科
小野澤里衣子(予約制)

ﾘﾊﾋﾞﾘ外来で診察 池谷秀樹(予約制)
小野澤里衣子(予約制)

ﾘﾊﾋﾞﾘ外来で診察

消化器外来 鮫島庸一(予約制)

午後 消化器外来 二見　肇(予約制）

大橋弘幸(予約制) ★9/2(金)､7(水)AM、23(金)

近藤玉樹(予約制) 　大橋医師休診

(一般内科予約制) 佐藤隆弘(予約制) ★9/2(金)近藤医師休診

大橋弘幸(予約制) ★9/2(金)佐藤医師休診

近藤玉樹(予約制)
深澤宙丸(月2回) ★9/2(金),12(月)～16(金)

清水大輔 　深澤医師休診

内分泌外来(予約) 三枝弘和(隔週）
緒方 勤(月1回） 坂倉雄二(隔週）
予防接種(予約制) 予防接種(予約制) 予防接種(予約制) 予防接種(予約制) 予防接種(予約制)

14:00～ 14:00～ 14:00～ 14:00～ 14:00～

特殊外来 深澤宙丸 増永陽平 深澤宙丸 髙栁文貴 深澤宙丸 ★検査希望者は10:30までに来院を

（予約制） 神経外来(予約) 心臓外来(予約) ★予防接種･特殊外来は予約制

福田冬季子(第1･3) 石川貴充(第2)

中村　達(予約制) 小泉貴弘
武田 真(予約制)

10:30～ 石川慎太郎(予約制) ★9/8(木)武田医師休診

古橋　暁(予約制) 中村　達(予約制)
中村　達(予約制)

9:30～10:30 9:00～
★9/15(木)中村医師休診
★9/27(火)古橋医師休診

山本尚人10:00～ ★9/26(月)､28(水)小泉医師休診

第2･4(予約制)

内視鏡検査
AM榛葉孝弘
PM小泉貴弘

AM小泉・佐藤
PM古橋　暁

AM榛葉孝弘
PM小泉貴弘

AM磐田総合病院

PM武田　真
AM小泉貴弘

PM石川慎太郎
★9/8(木)PM,23(金)AM,26(月)PM
27(火),28(水)PM,30(金)AM 休診

★9/5(月)AM,7(水)AM､12(月)AM

  30(金)AM 代診：小早川

(予約制)9:00～ (予約制)9:30～ (予約制)9:00～

外　来 小早川雅洋 小早川雅洋 小早川雅洋 ★午後受付13:00～15:30

スポーツ外来 鈴木義司(第1･3)

北浜義博(予約制) 北浜義博(予約制) 河岡大悟(予約制) ★9/16(金),23(金),29(木),30(金)

9:30～ 9:00～ 9:00～ 　河岡医師休診

河岡大悟(予約制)
9:00～

午後 ｽﾎﾟｰﾂ腰痛
北浜義博(予約制)

15:00～17:00

酒井直人
(予約制)

杉山憲嗣(第1･3･5)
横田尚樹(第2)
横山徹夫(第4）

8:30～ (予約制)9:00～

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ外来 横山徹夫:第4(予約制)

物忘れ外来 横山徹夫:第4(予約制)

横田尚樹:第2(予約制)

横山徹夫:第4(予約制)

産 婦 人 科 午前 外　来 佐倉東武 佐倉東武 佐倉東武

堀田喜裕(隔週:予約制) 松岡貴大

鈴木寛子(隔週:予約制) (月1回：予約制)

峯田周幸

(予約・紹介状)

透 析 髙橋　聡 髙橋　聡 髙橋　聡

午前 外　来 飯田晴康 飯田晴康 飯田晴康 飯田晴康 飯田晴康(予約制) ★9/23(金)～28(水)代診

平川聡史
第3(予約制) ★第3月曜日休診

★9/6(火)水上医師休診

★9/15(木)小野澤医師休診

麻 酔 科 午前 外  来 乙咩公通(予約制)
★透析ｾﾝﾀｰで診察

松井 　第1･3(予約制)
★外科外来で診察

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 外　来 小野澤里衣子(予約制) 小野澤里衣子(予約制)
田中　博(第2･4･5)

(予約制)

健診センター 大川　力 大川　力 大川　力 大川　力 大川　力

内科初診医師 佐藤隆弘 佐藤隆弘 内科初診医師 内科初診医師

①小野澤 ②河岡 古橋　暁 小泉貴弘
武田～11:00
11:00～河岡

①小野澤 ②飯田

　＊都合により、担当医師・診療時間等が変更される場合があります。詳しくは各科へご確認下さい。

　＊予約変更およびお問い合わせ等につきましては、13:00～16:00にご連絡ください。

　＊内科の専門外来、ﾘｳﾏﾁ科は予約制です。予約には紹介状が必要となります。

　＊外来の受付時間は 8:15～11:00です。 ただし、整形外科の午後診療は13:00～15:30、ｽﾎﾟｰﾂ外来は13:30～16:30の受付となります。

近藤玉樹(予約制) 大橋弘幸(予約制)ﾘｳﾏﾁ･内分泌

深澤宙丸 深澤宙丸
深澤宙丸

平成28年9月1日

家庭医療科 午前 外　来

初診・総合外来 (大橋) 大橋弘幸

清水大輔

吉野　弘(初診)
9:00～

リ ウ マ チ 科
午前 ﾘｳﾏﾁ･内分泌 近藤玉樹(予約制)

午後

午前

内　　  科

近藤玉樹 榛葉孝弘

外　　　 科

午前

外　来

血管外科外来

小 児 科

午前 外　来

大橋弘幸
大橋弘幸(予約制)

午前 外  来
錦野匠一

小早川雅洋
花田　充

午後

小泉貴弘

小早川雅洋
三原唯暉

午後

脊 椎 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
午前 外　来

整 形 外 科

脳 神 経 外 科
午前

外　来

午後 外　来

眼 科 午前 外　来

耳 鼻 咽 喉 科 午前 外　来 大和谷崇 三澤　清

皮 膚 科
午後 予約外来(学生)

内科系時間内救急当番

小野澤久輔

外科系時間内救急当番

形 成 外 科 午前 小野澤久輔 水上高秀 小野澤久輔


