
変更箇所

受付時間 8:30～11:30（診察 9:00～）　※ 泌尿器科・耳鼻咽喉科は受付11：00迄 ＊紹介状持参の患者様　◎完全予約制

土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

担当医 ◎古川 古川 担当医 磯野 担当医 ◎古川 古川1,3,5週
藤田 2,4週

循環器 心臓リハビリ 循環器 循環器 循環器 循環器 心臓リハビリ ◎禁煙外来

西庵 担当医 伊達 中野

糖尿病代謝 循環器 糖尿病代謝 腎臓

呉 忌部 ◎飯山 寺井 宮脇 宮脇 寺井

糖尿病代謝 糖尿病代謝 糖尿病・内分泌 糖尿病・内分泌 糖尿病代謝 糖尿病・内分泌 糖尿病・内分泌

藤田 担当医 藤田 担当医

呼吸器 消化器 呼吸器 消化器

小森 森下 星本 上田 安岡 星本

消化器 消化器 消化器 消化器 消化器 消化器

伊藤 伊藤 元木 ◎元木
宇野田
2,4週

神経 神経 神経 神経 神経

◎坂口
1,3週

鈴鹿 西庵・大萱

心臓血管外科 膠原病 糖尿病代謝

伊達 呉 西庵・大萱 西庵・大萱 担当医 担当医

総合内科 総合内科 総合内科 総合内科 総合内科 総合内科

フットケアセンター ◎西庵

近藤 ◎担当医 大久保 大久保

血管外科 乳腺 一般 一般

五福 中野 中室 近藤 中室 中野

消化器 消化器 甲状腺 血管外科 甲状腺 消化器

担当医 担当医 五福 金 担当医

処置外来 処置外来 処置外来 処置外来 処置外来

◎松浦 ◎松浦 ◎吉田
1.3.5週

◎松浦 ◎松浦 ◎松浦

スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ

◎北 ◎矢野 ◎矢野 ◎北 ◎玄（ﾋｮﾝ）
1.3.5週

◎玄（ヒョン）
1.3.5週

◎玄（ヒョン） ◎小松

脊椎脊髄 手外科 手外科 脊椎脊髄 手外科 手外科 手外科 スポーツ

◎坂中 ◎坂中
1.3.5週

◎森
2.4週

◎金城
2.4週

◎金城

1,3,5週

脊椎脊髄 脊椎脊髄 リハビリ 手外科 手外科

◎高山 ◎足立 ◎高山 ◎安並

脊椎脊髄 骨折 脊椎脊髄 筋電図

◎小島 ◎河鰭 ◎冨田 ◎柴田
◎高山
2,4週

◎冨田 ◎岡﨑

骨折 骨折 リウマチ関節 骨折 骨粗しょう症 リウマチ関節 骨折

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科 一般整形外科

脳神経外科 河合 奥村 木村 下村 担当医

形成外科 遠所 遠所 担当医 遠所 遠所

松島 茂原 國貞 茂原 堀内 松島 松島 堀内 國貞 茂原 堀内

◎担当医 ◎森信 森信 茂原
◎森信2,4

週
ワクチン 予約診 予約診 アレルギー アレルギー

◎松島 ◎堀内 ◎蘆田
1,3,5週

OD/心身症 夜尿・内分泌 循環器

◎國貞 ◎國貞 ◎芦田
2週

◎國貞
◎担当医
1,2,4週

乳児検診 神経・発達 腎臓 神経・発達 神経

LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD

門脇 門脇 ◎門脇 松本 ◎松本 松本 ◎門脇 天川 ◎天川 担当医

天川 天川
超音波外来 矢野 悠子

2.4週
◎矢野 悠子

2.4週 松本

眼科 鶴原 鶴原 初川 鶴原 担当医 担当医

歯科口腔外科 ＊今井 ＊今井 ＊濱田 ＊濱田 ＊森川 ＊森川 ＊濱田 ＊濱田 ＊濱田 ＊濱田

耳鼻咽喉科 担当医 担当医

泌尿器科 担当医 ◎担当医 担当医 担当医

皮膚科 担当医

メンタルヘルス
科 ◎担当医

※LD＝堺清恵会LDセンター（学習障害支援）　お問い合わせ窓口は小児科外来

※歯科口腔外科は紹介患者様のみとなります。
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※内科では専門外来宛の紹介状持参の方は、午前中の専門外来で診察させていただきますが、予約患者様優先のため待ち時間が発生します。
　原則、地域連携室を通じてご予約をしていただきますようにお願い致します。
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