
外来診療担当表
令和5年1月1日現在

☆ 午前診療　9：00～12：00　（8:30より受付開始）

診療科 月 火 水 木 金 土

古倉 みのり 今井 隆行
片岡 慶正 堀口 淳矢 （予約優先） 室谷 佳秀 交代制
（予約優先） （予約優先） 佐川 友哉 佐川 友哉 （予約優先）

    ＊腎臓内科     ＊呼吸器内科 ＊呼吸器内科
    ＊膠原病 ＊膠原病

（2.4週）
　森川 茂廣

瀬川 秀和 大井 雅之 馬塲  修 瀬川 秀和 馬塲  修 古倉  聡
（予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先）

    ＊血液内科     ＊血液内科     ＊生活習慣病
    ＊がん

吉村  尚 松井 崇晃 今井  暖 楠井 進之介
（予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先）

11:00迄
川浪 二郎 川浪 二郎 川浪 二郎 西  崇男 西  崇男 戸村 暢成
（予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先）

谷　  徹
＊直腸肛門

11:30迄 11:30迄 11:30迄 10:30迄
宮本 浩次

　　＊骨粗鬆症
10:30迄 10:30迄 10:30迄 10:30迄 11:30迄

磯矢 英士 磯矢 英士 磯矢 英士 磯矢 英士 1.3.5週　彌山 峰史
（予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約優先）   2.4週　高村 裕史

☆ 午後診療　16：00～18：00　（15:30より受付開始）

診療科 月 火 水 木 金 土

17:00～18:00 17:00～18:00
   1.3週　前平 博充
2.4.5週　小島 正継

☆ 特殊外来　（各診察開始時間の30分前より受付開始）

診療科 月 火 水 木 金 土
麻酔科術前 麻酔科術前 麻酔科術前 もの忘れ外来（再診） 3週　手・腫瘍外来 呼吸器科
9:00～9:30 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:30 11:30～12:30 9:00～11:30

1.4週　大塩 恭彦
  2週　片岡 瑛子

（予約のみ） （予約のみ） （予約のみ） （予約優先） （予約のみ） 3.5週　岡本 圭伍
婦人科 泌尿器科 婦人科 もの忘れ外来（初診） 2.4.5週　足の血管外来 腎臓内科

9:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30 14:20～15:40 15:00～16:00 9:00～11:30
1.3.5週　宇津  貴   

 2.4週　桑形 尚吾
（予約優先） （予約優先） （予約優先） （予約のみ） （予約のみ） （予約優先）

脳神経内科 脳神経外科 脳神経内科 形成外科 脊椎外来 2週　乳腺外来
15:00～17:00 14:00～15:30 13:00～15:30 16:00～18:00 17:30～18:00 9:00～11:20
馬場 真奈美 岡  英輝 馬場 真奈美 吾妻 隆久 森  幹士 担当医

（予約優先） （予約のみ） （予約のみ） （予約のみ）

乳腺外来 骨粗しょう症外来 2.4.5週　膝外来 1.2.3.5週　膝外来
14:00～16:20 14：00～14:45 17:00～18:00 9:00～11:00

寺村 康史 米村 岳尚 久保 充彦 久保 充彦
（予約優先） （予約優先） （予約のみ） （予約のみ）

☆9：00～11：00　　13：30～15：00　（8:30、13:00より受付開始）

診療科 月 火 水 木 金 土
上田 浩史 上田 浩史 上田 浩史 上田 浩史
（予約のみ） （予約のみ） （予約のみ） （予約のみ）

●緊急手術、学会等でやむを得ず変更させて頂く事がございます。ホームページ等でお知らせ致します。

●婦人科･･･子宮がん検診は診療時間内に予約制で行っております。　

●診察状況等により、予定時刻になっても診察を開始できないことがあります。ご了承ください。

☆各診察開始時間の30分前より受付開始いたします。 TEL(0748)86-3131  FAX(0748)86-4131

整形外科
宮本 浩次 松末 吉隆 宮本 浩次

総合内科

消化器内科

糖尿病内科

循環器科

外科 森川 茂廣 小島 正継 神谷 純広 神谷 純広 神谷 純広

内科 吉村  尚 西  崇男 佐川 友哉 今井  暖

外科
交代制 

特殊外来

篠原 奈緒 篠原 奈緒 篠原 奈緒 馬場 真奈美

健康診断

　　医療法人社団　仁生会　甲南病院

児玉 成人

尾上 敏子 吉田 哲也 笠原 恭子 馬場 真奈美 西  崇男


