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診療科 月 火 水 木 金

浄土  智 前田 由起子 前田 由起子

長井  桂 長井  桂 大江 真司

数井 啓蔵 正村 裕紀 正村 裕紀 数井 啓蔵 数井 啓蔵

庄野／酒井／岩崎 庄野／酒井／岩崎
（交代診療）（午後） （交代診療）（午後）

五十嵐 康己 三神 大世 木村 銀河 木谷 俊介 木村 銀河

木村 銀河 木村 銀河

心臓血管外科 吉田 俊人

１診 秋山 也寸史 原田 敏之 原田 敏之 長井  桂 秋山 也寸史

２診 猪狩／佐藤 谷口 菜津子 谷口 菜津子 中村 長井  桂

秋山 也寸史【予約】

１診 古家  乾 古家  乾 古家  乾 森川 賢一 古家  乾（初診）

２診 馬場  英 定岡 邦昌 馬場  英 定岡 邦昌 馬場  英

田口  純 合田 智宏 竹内  啓
［化学療法］ ［化学療法］ ［化学療法］

坂本 直哉【予約】

腎臓内科 楠  由宏 古川 將太 楠  由宏

膠原病内科 浄土  智 浄土  智 志田 玄貴

１診 鬼頭 健一 宮野 有希恵

２診 牧野 圭祐 國崎  哲 牧野 圭祐 國崎  哲 國崎  哲

午 後 １診
【予約】 ２診 國崎  哲（2：00～） 牧野 圭祐（1：30～） 國崎  哲（2：00～） 國崎  哲（2：00～）

内　科 大江 真司【予約】 竹内  正 大江 真司【予約】

１診 澤田 博行 大原 夕季 大原 夕季 大原 夕季 澤田 博行

2診 椿  淳子 椿 淳子 椿  淳子 椿  淳子 椿  淳子

一般 岡嶋  覚 岡嶋  覚 大原 夕季 中島 泰志

慢性外来 澤田 博行 椿  淳子 伏屋 菜穂 中島 泰志
【予約】 ［慢性・発達］ ［内分泌］ ［喘息・アレルギー］ ［腎臓］

古山 秀人 中島  翠（9：00～） 古山 秀人
［心臓］ ［神経］（月2回） ［心臓］

予防接種【予約なし】 谷口 宏太【予約】 1ヵ月健診【予約】

受付時間12：30～14：30 [心臓] 第2・4週 ［産婦人科外来］

一般 敦賀 陽介 数井 啓蔵 数井 啓蔵 正村 裕紀 正村 裕紀【予約】

予約 乳がん検診 乳がん検診 乳がん検診 乳がん検診 乳がん検診

一般 正司 裕隆

乳腺外来 出張医
【予約】 （第１・３週）

１診 庄野 泰弘 庄野 泰弘 庄野 泰弘 交代診療（10：00～）

２診 酒井 俊彦（10：00～） 酒井 俊彦 酒井 俊彦 寺島 理代

３診 岩崎 美憲 岩崎 美憲 岩崎 美憲
上肢専門外来 瓜田　淳（手・肘・肩）

広瀬／出張医
（交代診療）

２診 新海 信雄 新海 信雄 新海 信雄 新海 信雄 新海 信雄

広瀬／出張医
（交代診療）

１診 山田  俊 佐々木 瑞恵 小田 泰也 小山 貴弘 山田  俊

２診 小野寺 康全（初診） 小山 貴弘 小野寺 康全 小田 泰也 小山 貴弘（初診）

３診 山村 満恵 小田 泰也（初診） 山村 満恵（初診） 佐々木 瑞恵（初診） 小野寺 康全

助産師外来 助産師外来 助産師外来

１診 山田  俊 佐々木 瑞恵 山村 満恵

２診 交代診療（初診） 交代診療（初診） 交代診療（初診） 交代診療（初診） 交代診療（産後）

３診 助産師外来 助産師外来 助産師外来 助産師外来 助産師外来

助産師外来 助産師外来

１診 藤尾 直樹 藤尾 直樹 藤尾 直樹【予約】 藤尾 直樹 藤尾 直樹

２診 高橋 智恵 高橋 智恵 高橋 智恵

藤尾 直樹

金谷 健史
【紹介・予約のみ】

太田  亮
【予約なし】

１診 保立 裕史 保立 裕史

２診 太田  亮 太田  亮

１診 遠藤 元宏 遠藤 元宏 遠藤 元宏 遠藤 元宏 遠藤 元宏

２診 半田 稔也 半田 稔也 半田 稔也 半田 稔也 半田 稔也

遠藤／半田
（交代診療）

麻酔科
【ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ・予約】

放射線診断科 杉浦  充 杉浦  充

禁煙外来【予約】 長井  桂 原田 敏之

JCHO北海道病院　各科外来診療担当医師
午前・午後

総合診療救急科
午 前

・
午 後

内科系 志田 玄貴 谷口 菜津子

外科系
岩崎 美憲（午後） 酒井 俊彦（午後） 庄野 泰弘（午後）

循環器内科
午 前

午後（診療 1：00～）

午 前

呼吸器内科
午前

午後（診療 1：30～）

消化器内科
午 前

３診
【予約】

午後（診療 2：00～）

午 前

午 前 【予約】

糖尿病・内分泌内科

午 前

午 前

小児科

午 前

午 後
（診療1：30

～） 乳児健診【予約】

外　科

午 前

午 後
（診療2：00～）

整形外科 午 前

午後（不定期）14：00～16：00

泌尿器科
午 前

１診 広瀬 崇興 広瀬 崇興 広瀬 崇興（10：00～） 広瀬 崇興

午 後　（診療1：30～） 広瀬 崇興【予約】

産婦人科

午 前

午 後
（診療2：00～）

眼  科
午 前

午 後　（診療2：00～）

耳鼻咽喉科

午 前
１診

午 後
（診療２：００～）

半田 稔也

保立 裕史 保立 裕史 保立 裕史 保立 裕史

２診 太田  亮 交代診療 太田  亮 太田  亮

午後（診療1：30～）

皮膚科
午 前

午 後
（診療２：００～）

１診 遠藤 元宏

《午前の受付時間》　8：00～11：00（診療開始 8：45～　） 《午後の受付時間》　12：30～15：30（診療開始は各診療欄をご覧ください）

担当医師、診療時間について変更になる場合がございます。 ■　病院代表電話　：　０１１－８３１－５１５１

■　予約変更直通　：　０１１－８３１－５４８９　（平日 9：00～16：00）

午 前 実藤 洋一 神田 知枝 笠井 裕子

午 前


