
令和3年4月1日現在

診察室 月 火 水 木 金 専門外来（午後）

前　田 前　田 火・木（手術日）

（呼吸器） （呼吸器）
河　瀨 堀　田 堀　田 堀　田 河　瀨

（呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） 第2・第4木曜日　秦　15：00～17：00　

呼吸器内科 秦 河　瀨 秦 眞　田 眞　田 　　　　　　　　　　　　（CPAP外来）

（呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） （呼吸器） 第２木曜日　15：00～　

守　山 　　　　　（肺腫瘍緩和ケア外来）

（血液内科） 木　守山（血液内科）第1・3・5週

友　田 友　田 友　田 友　田 友　田
（総合診療科） （総合診療科） （総合診療科） （総合診療科） （総合診療科）

武　本 武　本
（代謝・内分泌） （代謝・内分泌）

岡　村 岡　村 岡　村
（代謝・内分泌） （代謝・内分泌） （インスリン治療）

川　岡 川　岡 曽　爾 曽　爾 川　岡
（腎臓） （腎臓） （腎臓） （腎臓） （腎臓）

小　田 河　島 河　島   山　本　 山　本
（腎臓） （腎臓） （腎臓） （腎臓） （腎臓）

児　玉 岡　本 畠　山 児　玉 岡　本 月　岡本（消化性潰瘍）

（消化器） （消化器） （消化器） （消化器） （消化器） 月　吉岡（炎症性腸疾患）

消化器内科 山　口 野　間 山　口 野　間 山　口 金　畠山（炎症性腸疾患）

（肝臓） （消化器） （肝臓） （消化器） （肝臓）
吉　岡 田　中 吉　岡 田　中 畠　山 第1金曜日　15：00～16：00　

（消化器） （消化器） （消化器） （消化器） （消化器） 　（消化器がん緩和ケア外来）

1診 田　原 布　袋 中　島 坂　部 桒　田
月・火・水・金（手術日）
木　午前（ストーマ外来）

消化器外科 2診 坂　部 中　島 桒　田 田　原 布　袋 木 （乳腺手術日）

網　岡 網　岡 網　岡 第3火曜日　13：00～14：00　

（乳腺センター） （乳腺センター） （乳腺センター） 　（消化器がん緩和ケア外来）

1診 友　弘 友　弘 土　肥 岡　田 友　弘 水・木　平位（不整脈）

2診 平　位 岡　田 平　位 平　位 水・土肥（肺高血圧症）

3診 藤　田 藤　田 藤　田 火（手術日）

寺　元 　内　田　 村　岡 新患は紹介患者のみ

（新患） （新患） （新患） 月・火・木・金（装具）

村　岡 菊　地 寺　元 　内　田　 月・火・水・木・金（手術日）

（再診） （再診） （再診） （再診） 金 第1週 的塲　(リウマチ外来）
木  第2・第4週午後  三好（リウマチ外来）
※月3回（第1週・第3週木曜日  午後  不定期)
金　寺元 （骨粗鬆症外来）第2・4週

1診 寺　坂 桑　原 第1月　杉生　15:00～16:00（脳血管内治療専門外来）

2診 栗　山 栗　山 桑　原 手術日 木13:30～15:30（頭痛専門外来）

3診 林 渡　邉 祢　津
1診 能　勢 能　勢 能　勢 能　勢 火・木・金（手術日）

2診 花　本 花　本 花　本 花　本 ※木・金（午前予約のみ）

1診 髙　橋 髙　橋 髙　橋 髙　橋 髙　橋 水（特殊外来）月・金(手術日)

3診 平　木 平　木 平　木 平　木 平　木 火・木（特殊検査）

1診 岡大医師 笹　木 笹　木 笹　木 笹　木
3診

1診 手術日 小　林 手術日 小　林 小　林
2診 手術日 手術日
1診 湯　浅 湯　浅 湯　浅 湯　浅 湯　浅
2診 正　岡
1診 広大医師 広大医師 火  9：00～12：00

金  9：00～12：00

1診 宮　崎 中　村 中　村 宮　崎 火・水再診のみ

川久保 大　倉
東　森 東　森 東　森 東　森

（口腔外科） （口腔外科） （口腔外科） （口腔外科）

三　宅 三　宅 　三　宅　 三　宅
（口腔外科） （口腔外科） （口腔外科） （口腔外科）

新土井 新土井 新土井 新土井 新土井
（一般歯科） （一般歯科） （一般歯科） （一般歯科） （一般歯科）

米　田 米　田 米　田 米　田
（口腔外科） （口腔外科） （口腔外科） （口腔外科）

各 科 診 療 担 当 表
診療科

呼
吸
器
セ
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タ
ー

呼吸器外科 1診 今　井 杉　本 松　本

2診

3診

4診

内　科

5診

6診

7診

8診

9診

消
化
器
セ
ン
タ
ー

1診

2診

3診

3診 村　尾 村　尾

循環器センター

循環器内科

心臓血管外科

整形外科

1診
菊　地

（新患）

2診 三　好

3診
定　金

（再診）
的　塲

定　金
（新患）

歯科口腔外科

脳神経外科

脳神経内科

泌尿器科 手術日

耳鼻咽喉科

皮膚科

形成外科
下肢静脈瘤センター

産婦人科

眼　科

ペインクリニック

（　疼　痛　）

1診

手術日

２診

3診

4診 手術日


