
初 再 初 再 初 再 初 再 初 再

内科 血液内科 桐原 健彦 AM 小林 光 PM （第1.3.5週） 住 昌彦 AM 桐原 健彦 （第2.4週） 妹尾 寧 AM 植木 俊充 AM （第2.4週） 佐藤 慶二郎 AM

佐藤 慶二郎 PM 北原 茉莉 PM （第2.4週） 妹尾 寧 PM 佐藤 慶二郎（第1.3.5週）    植木 俊充 AM　　   植木 俊充 PM （第1.3.5週） 宍戸 努 PM

住 昌彦 PM 桐原 健彦 PM 植木 俊充 PM   數本 弘子 PM　　 住 昌彦 AM （第1.3.5週） 廣島 由紀 PM 水 13：30～14：00 → 禁煙外来（予約制）

數本 弘子 PM 佐藤 慶二郎 PM 小林 光 14：00～ 　小林 光 14：00～ 住 昌彦 PM （第2.4週） 上野 真由美 PM 月 PM → 幹細胞移植後外来

妹尾 寧 15：00～ 　　　植木 俊充 14：00～ 植松 望武 PM 宍戸努 PM （第1.3.5週） 數本 弘子 PM 月 PM → 血内移植後外来

移植外来 PM 住 昌彦 14:00～ 北原 茉莉 PM （第2.4週） 植松 望武 PM

呼吸器内科 小山 茂 倉石 博 倉石 博 小山 茂 AM 山本 学 小山 茂 倉石 博 AM

山本 学 AM 増渕 雄 増渕 雄 AM

小澤 亮太 AM 小澤 亮太 14:00～ 山本 学 AM

　小澤 亮太 PM

感染症内科 増渕 雄

消化器内科 丸山 雅史 (第1.3.5週） 松田 至晃 森 　宏光　　AM 丸山 雅史 AM 伊藤 哲也（第1.3.5週） 森 宏光 藤澤 亨　AM 和田 秀一 松田 至晃 （第2.4週） 柴田 景子 AM

德竹 康二郎 (第2.4週） 藤澤 亨 AM 柴田 壮一郎 AM 柴田 壮一郎 AM（第2.4週） 丸山 雅史 PM 徳竹 康二郎 AM 柴田 景子（第1.3.5週） 德竹 康二郎 PM

柴田 景子 AM・15：00～（第1.3.5週） 和田 秀一 PM 伊藤 哲也15:00～  松田 至晃 PM 柴田 壮一郎 15:00～（第1.3.5週）

柴田 壮一郎 PM（第1.3.5週） 藤澤 亨 PM 森 宏光 PM 松田 至晃 （第2.4週）

　丸山 雅史 PM (第2.4週） 伊藤 哲也 AM

伊藤 哲也 柴田 壮一郎 15:00～

糖尿病・内分泌内科 北島 浩平 14:00～ 武井 真大 武井 真大 14:00～ 加藤 晃佑 加藤 晃佑 AM 北島 浩平 武井 真大 加藤 晃佑

（予約制） （予約制） （予約制）

腎臓内科

矢彦沢 裕之 渡部 理恵 臼田 真帆 佐藤 俊一 佐藤 俊一 星　研一AM 羽生 憲直 佐藤 俊一 AM 渡部 理恵 臼田 真帆

矢彦沢 裕之 矢彦沢 裕之 PM

原 亮祐 石井 亘 ・ 原 亮祐 

廣島 由紀 廣島 由紀 金児 泰明 （非） 金児 泰明 （非） 金児 泰明（非） 金児 泰明（非）

吉岡 二郎 吉岡 二郎 宮澤　泉 戸塚 信之 金井 将史 吉岡 二郎 宮澤 泉 戸塚　信之 小松 稔典 金（ＡM） → ペースメーカークリニック

戸塚 信之 戸塚 信之 　宮下　裕介 宮澤 泉 金井 将史 阿部 直之

阿部 直之 　宮澤 泉 AM 宮下 裕介 　宮澤 泉 AM 小松 稔典 PM

阿部 直之 宮下 裕介 PM

小松 稔典 PM

臼井 達也 清水 邦彦　AM 清水 邦彦 AM 臼井 達也 臼井 達也

火・木 → 手術

中田 伸司 AM 西尾 秋人 AM（第1.3.5週） 町田 泰一 AM 袖山 治嗣 AM 袖山 治嗣 AM 町田 泰一 AM（第1.3.5週） 西尾 秋人 AM 中田 伸司 AM 月・火・水・木・金AM → 手術

町田 泰一 AM(第2.4週） 西尾 秋人 AM（第2.4週）

緩和ケア 予約制（応相談）

前田 真崇 関  一二三 関 一二三（ 膝・股関節） 加藤 光朗 長谷川 弘晃 大石　遼太郎 出口 正男 船村　啓 月・水・木・金 → 手術

大石　遼太郎 前田 真崇 長谷川　弘晃

船村　啓 月11：00～・火11：30～・木9：00～ → 装具外来

医師交代制　PM 林　真利 医師交代制　AM 医師交代制 　火13：30～ → ギプス外来

　　　（バイオ） （バイオ）

塚田 拓也 横山 伸 高橋 武久 矢﨑 健彦 横山 伸 塚田 拓也

塚田 拓也 白木 俊 高橋 武久　　

原田　喜比古（非）

由井 寿美江 （非）

産

婦 火（第1.2.3） → 母親学級        月・水・金（PM） → 手術

金（PM） → フォローアップ外来（予約制)、循環器外来(予約制）

治療

診断

天野 俊康 今尾 哲也 今尾 哲也 天野 俊康 今尾 哲也 天野 俊康 松本 侑樹 PM 火（PM）・木（PM） → 手術       月・金→ 手術   

下島 雄治 下島 雄治 松本 侑樹 （AMは予約のみ）

高橋 陽彦 梨本 岳雄 梨本 岳雄 小倉 良介 医師交代制 吉村 淳一 高橋 陽彦 小倉 良介 吉村 淳一

火・金のPM → 中央手術    月･水・木のPM → 生検・小手術

月・木のPM→光線療法外来

医師交代制 岡村　光司 根津 公教 ・ 大島 章 大島 章 根津 公教 ・ 岡村 光司 根津 公教 大島 章 ・ 岡村 光司

月･火・水・金（PM） → 手術

金 → 午後診察      月 → レーザー外来

宮本 一也 清水  武 清水  武 五島 秀樹 五島 秀樹 清水  武 宮島 史 清水  武 火（PM） ・ 水、木（第2・4AM） ・ 金 → 手術   

五島 秀樹 宮本 一也 宮本 一也 五島 秀樹 月・火・水・木・金 （PM）→予約処置、および外来小手術

宮島 史 宮島 史 宮島 史 宮本 一也

廣島 由紀 PM

歯科口腔外科

医師交代制

眼科  京本 敏行 ・ 金児 由美 ・ 星山 健 ・ 笠松 広嗣  京本 敏行 ・金児 由美 ・ 星山 健 ・ 笠松 広嗣  京本 敏行 ・ 金児 由美 ・ 星山 健 ・ 笠松 広嗣  京本 敏行 ・ 金児 由美 ・ 星山 健 ・ 笠松 広嗣

電話：（代表）０２６－２２６－４１３１、（地域医療連携室）０２６－２２６－５５１３
ＦＡＸ（紹介専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）：０８００－８００－８９４８

※（非）：非常勤医師

形成外科 岩澤 幹直 ・ 中嶋 優太 三島 吉登 ・重吉 佑亮 岩澤 幹直 ・  重吉 佑亮 三島 吉登 ・ 中嶋 優太 岩澤 幹直 ・ 三島 吉登 ・ 重吉 佑亮

 京本 敏行 ・ 金児 由美 ・ 星山 健 ・ 笠松 広嗣

耳鼻咽喉科 手術日（休診） 月 → 初診のみ    月・水・木（PM）→手術     火・金（PM）→検査

二瓶 達也 二瓶 達也 二瓶 達也 二瓶 達也 二瓶 達也

皮膚科 久保 仁美 久保 仁美 久保 仁美 久保 仁美 久保 仁美

泌尿器科 下島 雄治 AM

金 → 午後診察

脳神経外科 月・水・金（ＡM） → 手術       　火・金（PM） → アンギオ

水（PM） → 男性更年期ED・男性不妊外来（完全予約制）

岡嵜 洋一 ・  佐々木 茂

井原 信麿 AM 井原 信麿 AM  井原 信麿 AM 前原 真菜 AM 前原 真菜 AM

月（PM) → 予防接種外来

火(PM) → フォローアップ外来（予約制）、循環器外来（予約制）

水（PM） → 神経外来、腎臓外来（予約制）

木(PM) → 乳児健診（予約制）

第2・第4金曜（PM） → てんかん外来　（福山哲広）

放射線科 岡嵜 洋一 ・  佐々木 茂 ・ 酒井 克也 岡嵜 洋一 ・ 佐々木 茂 ・ 酒井 克也 岡嵜 洋一  ・  佐々木 茂 岡嵜 洋一 ・  佐々木 茂 ・ 酒井 克也

小児科

 野田 俊輔 ・ 赤川 大介 ・ 森川 友樹 平林　佳奈枝・川崎　洋一郎・森川 愛美  高山 雅至 ・ 野田 俊輔 ・ 赤川 大介 天野　芳郎 ・ 石田　岳史・森川 愛美
髙山 雅至 ・ 川崎 洋一郎 ・ 森川 友樹

石田 岳史 PMのみ （第1・3・5週）
平林 佳奈枝 PMのみ （第2・4週）

山本 かおり 月（第1.3） → 内視鏡外来（予約制）

堀澤 信 ・ 岡村 明日香 ・ 村中 愛 本藤 徹 ・ 村中 愛 岡村 明日香 ・ 山本 かおり 本藤 徹 ・ 堀澤 信 本藤 徹 ・ 岡村 明日香 ・ 村中 愛

精神科 矢﨑 健彦

休診

 (初診・再診ともに予約制)
　　　　　　　　　　　　白木 俊　

産婦人科
(完全予約制）

本藤　徹 堀澤 信 ・ 鍋島 珠恵 堀澤 信 岡村 明日香

加藤 光朗 PM（小児整形）

加藤 光朗 PM（スポーツ）

関 一二三PM（膝・股関節）

整形外科

 (初診・再診ともに予約制)

リウマチ

特診

出口 正男 AM（脊椎）

火・木 → 手術

 (初診・再診ともに予約制)

市川 直明 AM 市川 直明 ＡM 市川 直明 AM 市川 直明 AM 市川 直明 AM

小児外科
北原 修一郎 AM 北原 修一郎 AM 大野　康成(非） PM 北原 修一郎 AM

中島 弘樹 AM
 （初診・再診ともに予約制）

呼吸器外科 小林 宣隆  AM  小林 宣隆  AM 

外科 消化器外科 草間 啓 AM

乳腺・内分泌外科
浜　善久 AM ・ 中島　弘樹 AM 浜　善久 AM

手術日（休診） 町田 海 ・ 伊達 勇佑

 小池 洋介（隔週）

循環器内科

不整脈診療科

心臓血管外科 坂口 昌幸 手術日（休診） 髙野 環 ・ 藤井 大志

総合内科

研修医交代制　 研修医交代制　 研修医交代制　 研修医交代制　 研修医交代制　

吉野 直 AM

廣島 由紀 PM

清水 郁夫 （非） ＡＭ

小林 衛 14：00～　 原田 真 PM

神経内科

 (初診・再診ともに予約制)

膠原病リウマチ内科(完全予約制) 石井 亘　　 野村 俊 14：00～ 石井 亘 AM ・ 原 亮祐 PM 野村 俊

市川 透 AM　　 小林 衛 市川 透 西川 真里奈 小林 衛

長野赤十字病院 外来診療担当表 H30.10.1

月 火 水 木 金


