
◎…部長　○…医長　赤文字・・・女性医師

平成26年9月1日現在
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 受 付 時 間受 付 時 間受 付 時 間受 付 時 間

新患新患新患新患 宮崎 小笹 田中（守） 田中（守） 小笹 角田（第1.3.5） 小笹（第2.4）

角田[消] 西脇[消] 江川[消]　尾本[循] 稲葉[消]　柳[一般] 中山（第1.3.5）[消]　角谷(第2.4)[消]

松川 [循] 佐伯[呼] 朝倉[呼] 松川[循] 石井[一般]

新患新患新患新患 宮崎 交替制 早苗[新患/一般] 江川 柳

午後午後午後午後 小笹[一般]　松川[循] 松川[循]　佐伯[呼] 朝倉[呼/一般] 服部[一般・腎内]

午前午前午前午前 ◎小山 遠藤 林 寺井 ◎田中（守） 遠藤[禁煙外来]　林

午後午後午後午後 ◎田中（守） 林 遠藤 ◎小山（足の相談外来）　寺井 寺井

午前午前午前午前 野川　大野(光) ◎鈴木　渡邊 植木　久保田 久保田 渡邊　吉原 ◎鈴木　吉原（第1.3.5）　田丸（第2.4） 月～土　午前8：00～11：00（診察9：00～）

午後午後午後午後 ◎鈴木 吉原　渡邊 大野（敦） 大野（光）　久保田 渡邊　伊藤 月～金　午後12：30～16：00（診察13：30～）

○安藤　浪川　猪狩 内海　◎薄井　○安藤　四万村 内海　猪狩　四万村 ◎薄井　浪川　原 ○安藤　浪川　猪狩 ◎薄井　○安藤　原　河西　塩谷

四万村　原　相馬　井上 相馬 塩谷 井上 竹澤 　原　河西　相馬　竹澤 塩谷　四万村　相馬 　四万村　河西 相馬　浪川（第2.4）　井上　竹澤

◎薄井　浪川　猪狩 ◎薄井　浪川 ○安藤　猪狩　原 塩谷　原 浪川　猪狩

塩谷　河西　井上　竹澤 猪狩　塩谷　井上　竹澤 河西　竹澤 河西　相馬 四万村　井上

午前午前午前午前 須郷 ◎中山 西脇 須郷 ◎中山 四方田

午後午後午後午後 西脇 稲葉 四方田 ◎中山 稲葉

午前午前午前午前 ◎村山 手術 ◎村山 手術 ◎村山 化学療法(第1.3.5)　外来（第2.4）

午後午後午後午後 検査 検査 手術（検査）

午前午前午前午前 ◎樫山　森友　平出 　○須賀　森友　平出 ◎樫山　*森友　三光寺 ○須賀　米田　*三光寺 ◎樫山　平出　*三光寺 ○須賀　森友　平出（11時より）

午後午後午後午後 平出（関節外来） ◎樫山　森友（脊椎外来） ◎樫山（関節外来）　三光寺 ○須賀（脊椎外来）　米田　 交替制

午前午前午前午前 ◎茂原 手術 ◎茂原 手術 ◎茂原

午後午後午後午後 ◎茂原 手術 ◎茂原

午前午前午前午前 今川

午後午後午後午後 今川 今川 今川 今川

午前午前午前午前 佐野（セカンドオピニオン外来※）　　西 佐野(紹介のみ)　南村 南村※※ 小島 南村（第2,4週は新患のみ）

午後午後午後午後 西

午前午前午前午前 福地　今川[婦人科] 　今川[婦人科]　松本 福地 福地　今川[婦人科] 福地 今川[婦人科]　松本

午後午後午後午後 福地 松本 福地 福地 福地

午前午前午前午前 萬 ◎松山 ◎松山　萬 ◎松山　萬 ◎松山　萬 萬

午後午後午後午後 萬 ◎松山 ◎松山　萬 ◎松山　萬 ◎松山　萬

午前午前午前午前 ◎土橋　○松﨑 ◎土橋　○松﨑 ◎土橋(第1,3,5)　○松﨑 ◎土橋 ◎土橋　○松﨑 交替制

午後午後午後午後 ◎土橋　○松﨑　生越 ◎土橋　○松﨑　生越 ◎土橋(第1,3,5)　○松﨑 ◎土橋 ◎土橋　○松﨑

皮皮皮皮 膚膚膚膚 科科科科 午前午前午前午前 奥村 海野 大川 火、水、金　午前8：00～11：00（診察9：00～）

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 受 付 時 間受 付 時 間受 付 時 間受 付 時 間

午前午前午前午前 雁金 雁金 雁金 雁金 雁金

午後午後午後午後 雁金 雁金 雁金 雁金

午前午前午前午前 ◎内海（晃）　櫻井 櫻井 ◎内海（晃）　櫻井 櫻井 櫻井

午後午後午後午後 ◎内海（晃）　櫻井 櫻井 ◎内海（晃）　櫻井 櫻井 櫻井

午前午前午前午前 ※佐藤 ※五十嵐 ※五十嵐 ※五十嵐

午後午後午後午後 ※佐藤 ※五十嵐 ※五十嵐 ※五十嵐

※　は予約外来になっておりますので一度ご連絡下さい。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表電話　044（222）2111代表電話　044（222）2111代表電話　044（222）2111代表電話　044（222）2111

脳脳脳脳 神神神神 経経経経 外外外外 科科科科
火～土　午前8：00～11：30（診察9：00～）
火　　　　午後12：30～16：30（診察14：00～）
※お電話にてご確認下さい。　※※新患のみの診察。受付は10：30迄。

総合新川橋病院 外来診療担当医一覧表

●午前・午後ともに新患外来を設置しております。
月～土　8：00～11：00（診察9：00～）
月～金　12：30～16：00（診察13：30～）

月～土　午前　8：00～11：00（診察9：00～）
月～金　午後　12：30～16：00（診察13：30～）
※小山医師 最終週月曜日午後 ペースメーカー外来

午前午前午前午前
内内内内 科科科科

心心心心 臓臓臓臓 血血血血 管管管管 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

四方田[消]

糖糖糖糖 尿尿尿尿 病病病病 代代代代 謝謝謝謝 内内内内 科科科科

乳乳乳乳 腺腺腺腺 外外外外 科科科科 月・水・金・土（第2.4）　午前8：00～11：30（診察9：00～）

外外外外 科科科科 ・・・・ 消消消消 化化化化 器器器器 科科科科
月～土　午前8：00～11：30（診察9：00～）
月～金　午後12：30～16：30（診察14：00～）

眼眼眼眼 科科科科

午前午前午前午前

月～土　午前8：00～11：30（診察9：00～）
月～金　午後12:30～16：30（診察14：00～）

午後午後午後午後

歯歯歯歯 科科科科 口口口口 腔腔腔腔 外外外外 科科科科
月・火・木・土　午前9：00～12：00　午後14：00～16：00
 ※事前に歯科受付までご連絡ください。044－221－8020

健健健健 康康康康 管管管管 理理理理 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

耳耳耳耳 鼻鼻鼻鼻 咽咽咽咽 喉喉喉喉 科科科科
月・火・木～土　午前8：30～11：30（診察9：00～）
月・火・水・金　午後13：00～16：30（診察14：00～）

歯歯歯歯 科科科科
月～土　午前9：00～12：00（診察9：00～）
月～金　午後14：00～18：00（診察14：00～）
.　土　　　午後14：00～16：00（診察14：00～）

麻麻麻麻 酔酔酔酔 科科科科

放放放放 射射射射 線線線線 科科科科

新川橋新川橋新川橋新川橋クリニッククリニッククリニッククリニック外来診療担当医一覧表外来診療担当医一覧表外来診療担当医一覧表外来診療担当医一覧表

整整整整 形形形形 外外外外 科科科科
月～土　午前8：00～11：30（診察9：00～）
月～金　午後12：30～16：30（診察14：00～）
・装具外来は予約制　・*印の医師は10時までの診察

※完全予約制※完全予約制※完全予約制※完全予約制

※手術室担当により、外来診療・ペイン外来等は※手術室担当により、外来診療・ペイン外来等は※手術室担当により、外来診療・ペイン外来等は※手術室担当により、外来診療・ペイン外来等は
　 行っておりません。　 行っておりません。　 行っておりません。　 行っておりません。

※外来診療は行っておりません。※外来診療は行っておりません。※外来診療は行っておりません。※外来診療は行っておりません。

形形形形 成成成成 外外外外 科科科科
月・木　　午前8：00～11：00（診察9：00～）
火・金　　午後12：30～16：30（診察14：00～）
　土　　　 午前8：00～10：00（診察9：00～10：30）

婦婦婦婦 人人人人 科科科科
水　　　　午前8：00～11：00（診察9：00～）
月～木　午後12：30～16：00（診察13：30～）


