
外来受付時間（予約がない場合） 8時30分 ～ 11時30分
自動再来受付機 稼働時間 8時00分 ～ 16時30分
　　　　午後の診療は、基本的に予約再来及び特殊外来となっておりますので、予約取得はできません。
　　　　紹介枠を設けているところには色をつけておりますので、下記予約センターにお問い合わせ下さい。

5 鈴木郁子 （血液） 亀井啓太 (腎臓） 午前 17 安孫子正美

6 新患 （消化器） 新患 （呼吸器） 新患 (循環器） 〇新患 （内科） 15

7 佐藤英之 （消化器） 渡辺晋一郎 （消化器） 渡部貴大 （消化器） 消化器紹介 (消化器） 土屋裕子 (消化器） 16 加藤博久 山田昌弘

8 福島茂之 (呼吸器） 佐藤瞭 (消化器） 齋藤孝治 (消化器） 齋藤孝治 (消化器） 髙野 潤 (消化器） 17 安孫子正美 安孫子正美

9 名和慈仁 （消化器） 稲毛　稔 （呼吸器） 午前 14 ○神部良太

10 新関武史 (循環器） 池野栄一郎 (循環器） 稲毛　稔 （呼吸器） 北原辰郎 （循環器） 水戸琢章 (循環器） 午後 14 神部良太

5 山大 （腎臓） 鈴木郁子 （血液） 新野弘樹 （腎臓） 午前 4 土谷大輔 渡辺茂樹

6 ○齋藤孝治 （消化器） ○稲毛　稔 （呼吸器） ○髙橋潤/荒木(有) (内科） 午後 4 渡辺茂樹

7 渡辺晋一郎 （消化器） 渡部貴大 (消化器） 呼吸器内科 28

8 古山広大 （呼吸器） 武田　忠 （消化器） 岩山忠輝 （循環器） 齋藤孝治 (消化器） 髙野　潤 （消化器） 29

9 新野弘樹 （腎臓） 平間紀行 （呼吸器） 30

10 熊谷　遊 (循環器） 平間紀行 （呼吸器） 水戸琢章 （循環器） 午後 29

4 山大 （腫瘍内科） 午前（新患・再来）

4 岡部裕真 栗村正之 午後 [外来検査治療] [外来検査治療] [外来検査治療]

5 栗村正之 23

4 栗村正之 栗村正之 25

（新患のみ） （診察室５） 午後

20 仙道　大 　 粟野裕貴 仙道　大 仙道　大 　　 18 菊地憲明

21 粟野裕貴 古山政幸 古山政幸 粟野裕貴 古山政幸 19

22 仙道大 18

20 仙道　大 （慢性） 仙道　大 （慢性） 19

古山政幸 （慢性） 山大 （月1回血液） 31 大竹　航太郎 大竹　航太郎 山大

加藤光広 （月1回神経） 32 阿部明彦 窪木　祐弥 阿部明彦

1 鈴木春芳 赤羽隆樹 鈴木春芳 赤羽隆樹 33 逸見朋陽 逸見朋陽 逸見朋陽

2 小林武仁 小林武仁 小林武仁 小林武仁

〇佐藤洋三 （心理検査室）

1 齋藤裕介 佐藤洋三 齋藤裕介 35 川口太郎 川口太郎 川口太郎

2 櫻井　耕 鈴木淳也 櫻井　耕

午前 3

午後 3

11 林　雅弘 （脊椎） 林　雅弘

12 ○鸖田大作 （肩関節） 大楽勝之 〇岩﨑　聖 （脊椎）

13 宮地　隆浩 鸖田大作 千葉優人 岩﨑　聖

14 渡邉忠良

11 遠藤誠一 松木宏史 （膝関節）

12 大楽勝之 （股関節） 麻酔科 午前

14

14

15 横山森良 小澤孝一郎 東敬之 東敬之 放射線科 午前

16 森谷敏幸 横山森良 森谷敏幸 小澤孝一郎 　※皮膚科については、紹介のみとなります。

17 竹下明子 髙木慎也

15 乳腺外来 乳腺外来

16

17

予約センター　ＴＥＬ：0238 - 46 - 5700

月 火 水 木 金

【公立置賜総合病院】 外 来 診 療 体 制 令和３年６月１日

月 火 水 木 金

内　科

午前

山大 鈴木琢磨(血液) 亀井啓太 　　（腎臓）

呼吸器外科

江口英行　(糖尿病・内分泌） 石井康大　(糖尿病・内分泌） 佐藤諒         （血液） 心臓血管
外科

新患　(糖尿病・内分泌）

午後

○北原辰郎（循環器）
ペースメーカー外来

○江口英行　(糖尿病・内分泌）

○山大　内田徹郎　6/9・23 神部良太 6/4・18

齋藤孝治（消化器）肝臓外来
脳神経外科

小島原敬信 （産科・婦人科） 川並　麟太郎 （産科・婦人科） 川並　麟太郎 （産科・婦人科）

小島原敬信 （婦人科） 奥井陽介 （婦人科） 手塚尚広 （婦人科） 奥井陽介 （婦人科） 小島原敬信 （婦人科）

循環器外来（循環器）

産婦人科
午前

奥井陽介 （産科・婦人科） 川並　麟太郎 （産科・婦人科）

江口英行　(糖尿病・内分泌） 小川恭司　(糖尿病・内分泌） 石井康大　(糖尿病・内分泌） 手塚尚広 （産科） 手塚尚広 （産科） 奥井陽介 （産科） 小島原敬信 （産科） 手塚尚広 （産科）

樫村圭亮/須貝孝幸
［隔週］（循環器） ［母親学級］ ［１ヶ月健診］

眼　科
髙村浩・大沼　貴哉 髙村浩・大沼　貴哉 髙村浩・大沼　貴哉 髙村浩・大沼　貴哉 髙村浩・大沼　貴哉

神経内科

午前

山大 太田康之  6/10・24
高橋なおみ　6/3・17

午後

荒木直人

午後
鹿間幸弘・岡部裕真 岡部裕真・栗村正之 6/3・17 櫻井真一（ｱﾚﾙｷﾞｰ） 神戸史乃 櫻井真一 荒木直人 櫻井真一（嚥下リハ）

（ボツリヌス治療専門外来）

耳鼻咽喉科
午前

神戸史乃 荒木直人
荒木直人(音声)第1・3・5週
/山大(睡眠)第2・4週 神戸史乃

[検査]櫻井・荒木・神戸 [検査]荒木・神戸

小児科

午前

山大（月2回 内分泌・代謝）

形成外科 午前
菊地憲明

山大　矢野亜希子　6/8・22
富永草野病院 池山有子　6/1・15・29 菊地憲明

午後

山大（月2回心臓）
1階超音波室

古山政幸/粟野裕貴
(予防接種・慢性)

古山政幸・粟野裕貴
(1か月健診)

皮膚科 午前

山大　荒木勇太

山大　阿部優子
(毎週10:15～ )

山大　新井陽介

21
古山政幸・粟野裕貴（慢性）

泌尿器科 午前
窪木　祐弥

(米沢) 斎藤医院 國井拓也 阿部明彦

笹原庸由

〇齋藤裕介 鈴木淳也 〇櫻井　耕 〇鈴木淳也 佐藤洋三
34

小林武仁
山大　飯野光喜 【月2回】

歯科口腔
外科

午前
新患・再来

＋(専門外来)

笹原庸由

〇櫻井耕/齋藤裕介 【隔週】 （心理検査室） (口腔腫瘍外来)

午後
笹原庸由 川口太郎

午後

33
逸見朋陽 笹原庸由

午前

逸見朋陽 笹原庸由

総合診療科
総合診療科外来 総合診療科外来 総合診療科外来 総合診療科外来 （再来・外来小手術）

精神科

（再来・外来小手術） （再来・外来小手術） （再来・外来小手術）

総合診療科外来 総合診療科外来 総合診療科外来 総合診療科外来

34
小林武仁 小林武仁 小林武仁 小林武仁

整形外科

午前

〇遠藤誠一
6/17  11:00から山大 佐々木（リウマチ）
6/24　11:00から山大 本間（リウマチ） 松木宏史 （再来・外来小手術） （再来・外来小手術）

渋谷　眞大 （再来・外来小手術） （再来・外来小手術） 周術期外来 （再来・外来小手術） （再来・外来小手術）

（再来・外来小手術） （再来・外来小手術）

〇宮地　隆浩 ○渡邉忠良 （手）
35

川口太郎 川口太郎 川口太郎 川口太郎

（周術期）

緩和ｹｱ外来 午前

6/11　山大 梁（リウマチ）
28

笹原庸由

（診察室15）

水谷雅臣 山大（治療）予約患者のみ 山大（治療）予約患者のみ 山大（治療）予約患者のみ

外　科

午前

水谷雅臣

午後

6/17 山大 佐々木明子（リウマチ）
6/24 山大 本間龍介（リウマチ）

○は、新患対応 　※診察室24は欠番となります。

武井沙樹

午後

乳腺外来　山大（第１週）


