
  　　  令和 5 年 5 月 １ 日現在

【受付時間】 平日 ８：３０～１１：００

【電話番号】 084-922-0001（代表）

〔地域医療連携室〕 ＴＥＬ　084-922-9951（直通）
ＦＡＸ　084-922-2411（直通）

月 火 水 木 金 備考

坂本 朋子 荒木　徹 北浦 菜月 坂本 朋子 北浦 菜月
大平 純也 坂本 朋子 木村　崇 木村　崇

木村　崇 小田　慈※1

荒木　徹 山下 定儀 荒木　徹 荒木　徹 北田 邦美 予約のみ

藤原 倫昌 藤原 倫昌 山下 定儀 北田 邦美 坂本 朋子 ※1　毎月第３

北田 邦美 北田 邦美 藤原 倫昌 山下 定儀 富井 聡一※３ ※2　毎月第２

近藤 宏樹※2 ※３　隔週

荒木　徹 藤原 倫昌 荒木　徹 荒木　徹 山下 定儀
大平 純也 木村　崇 山下 定儀 藤原 倫昌

木村　崇 近藤 宏樹※2 富井 聡一※３

細木 瑞穂 北浦 菜月
木村　崇

綾野 理加 綾野 理加 水(１週)・木(４週)･･･9：30－16：00

13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 予約制

シナジス 予防接種 シナジス外来は冬期のみ 13:３0－1４:３0
予防接種 13:30－14:30

井深 奏司※５ 井深 奏司 ※4　毎月1･3･5… 小児便秘専門外来併診

阪　龍太※５ 岩﨑　駿 　　　　　　　　　診察は小児科で行います

塚田　遼 吉田 篤史※3 ※５　交替制

(13:30-1600）

午前 猪谷 元浩 岩瀬 瑞恵

午後 猪谷 元浩 岩瀬 瑞恵

山本　暖 岡田 真紀 山本　暖 今福 紀章 山本　暖 木曜日(10:00－12:00)･･･母乳外来（予約制）

今福 紀章 中藤 光里 坂田 周治郎 藤田 志保 岡田 真紀 　　　　　　　　　　  　　産婦人科外来で行います

藤田 志保 小川 麻理子 坂田 周治郎

小川 麻理子

長谷川　泰久 長谷川　泰久 長谷川　泰久 長谷川医師･･･金(２･４･5週)終日・(１･３週）午後のみ

増本　弘史 増本　弘史 増本　弘史 増本医師･･･金(１･３週）終日・(２･４･５週)午後のみ

藤田　曙 藤田　曙 藤田　曙 藤田医師･･･金(１･３週）終日・(２･４･５週)午後のみ

河野 晋太郎 河野 晋太郎 河野 晋太郎 河野医師･･･金(２･４･５週）終日・(１･３週)午後のみ

長谷川　泰久 長谷川　泰久 長谷川 泰久

増本　弘史 増本　弘史 増本　弘史
藤田　曙 藤田　曙 藤田　曙

河野 晋太郎 河野 晋太郎 河野 晋太郎

スト－マ外来 水…スト－マ外来 14:00－

梶川　隆 梶川医師･･･月(2･4週）

廣田　稔 廣田医師･･･月(１･３･５週）

原　友太 福井 洋介 齊藤 誠司 住井 裕梨 坂田 雅浩 水…齊藤医師(総合内科・感染症科)

住井 遼平 何本 佑太 東　莉央 岡本 晃一
奥延 太希 佐藤 大直

藤田 勲生 豊川 達也 堀井 城一朗 村上 敬子 豊川 達也 月…村上医師は紹介患者を午前中のみ

村上 敬子 野間 康宏 上田 祐也

伏見　崇

金吉 俊彦
坂田 雅浩

血液内科外来 淺田　騰 月…第１・３・５週のみ

内分泌内科外来 寺坂 友博

糖尿病内科外来 上田 祐也 大井 祐貴子 大井医師･･･金（午前のみ）

稲垣　優 稲垣　優
北田 浩二 德永 尚之

午後 内海 方嗣

宮宗 秀明 大塚 眞哉 大塚 眞哉 常光 洋輔 常光 洋輔
濱野 亮輔 宮宗 秀明 柚木 宏介

櫻井 湧哉 岡林 弘樹

午後 宮宗 秀明 濱野 亮輔 宮宗 秀明

ストーマ外来 午後 宮宗 秀明

午前 三好 和也 高橋　寛敏 三好 和也

三好 和也 月曜日(午後)は予約患者のみ

松坂 里佳

阪　龍太
 窪田 昭男※4
（13:30-16:30 )

院外用

福山医療センター

診療科名

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー

小児科

午前

午前

午後

摂食外来

乳児健診

新生児
センター 新生児科

産婦人科 産婦人科外来

泌尿器科 泌尿器科外来

予防接種・シナジス

小児外科・小児泌尿器科

午前 藤田　曙 河野 晋太郎

午後

総合内科 総合内科外来

初診 豊川 達也 藤田 勲生 堀井 城一朗

血液内科

内分泌内科

糖尿病内科

肝･胆･膵外科 肝･胆･膵外科外来
午前

齊藤 誠司

消化管内科 消化器内科外来

肝臓内科 肝臓内科外来 金吉 俊彦

消化管外科 消化管外科外来
午前

ストーマ外来

乳腺・内分泌外科 乳腺・内分泌外科外来
午後 高橋　寛敏 高橋　寛敏

外 来 診 療 予 定 表



月 火 水 木 金 備考

堀井 城一朗 藤田 勲生 豊川 達也 藤田 勲生 堀井 城一朗
豊川 達也 堀井 城一朗 村上 敬子 豊川 達也 村上 敬子

野間 康宏 坂田 雅浩 上田 祐也 片岡 淳朗 藤田 勲生
住井 遼平 原　友太 坂田 雅浩 上田 祐也 前原 弘江
住井 裕梨 住井 裕梨 野間 康宏 坂田 雅浩 伏見　崇

何本 佑太 表　静馬 伏見　崇 伏見　崇 野間 康宏
東　莉央 何本 佑太 原　友太 野間 康宏 原　友太
岡本 晃一 東　莉央 住井 遼平 原　友太 住井 遼平

大江 啓史 藤井 佑樹 住井 裕梨 住井 遼平 住井 裕梨

内田 大輔 渡邉 純代 奥延 太希 何本 佑太

奥延 太希 佐藤 大直 奥延 太希

岡本 晃一 佐藤 大直

東　莉央 東　莉央

岡田 俊明 岡田 俊明
谷口 暁彦 谷口 暁彦

市原 英基 妹尾　賢

妹尾　賢

岡田 俊明 谷口 暁彦 岡田 俊明 月･水･木　肺がん検診、月･木　結核検診

谷口 暁彦 妹尾　賢 妹尾　賢 火…市原医師は午後のみ　　金…妹尾医師は午後のみ

午前 髙橋 健司 髙橋 健司 二萬 英斗

午後 二萬 英斗

血管外科外来 山根 尚貴 第２・４金曜日　13:30ー15:30

廣田　稔 廣田　稔
上田 亜樹 上田 亜樹

初診は紹介状持参の方のみ
水･･･受付は10:30まで
辻医師･･･第２･４週の予約患者のみ(継続診療の場合は次回より他医師が診療）

木･金･･･宮澤医師（午前のみ）

月･水･･･宮本医師（月･午後のみ）/（水･午前のみ）

月･水･木･･･日野医師（午前のみ）　木･･･松下医師（午前のみ）

火･金･･･中居医師（火:午後のみ）/（金･午前のみ）

火･･･山下医師（午前のみ）

リウマチ・関節外来 リウマチ・関節外来…松下医師

中谷 宏章 中谷 宏章 福島　慶 午後は予約のみ
竹内　薫 福島　慶 竹内　薫 補聴器外来･･･第2･４金曜日午後のみ

中谷 宏章
福島　慶

三河内 明 三河内 明

井上 温子 井上 温子

皮膚科外来 午前 下江 敬生 下江 敬生 下江 敬生 下江 敬生 下江 敬生

精神科外来 水野 創一 水野 創一 水野 創一 水野 創一 水野 創一 月木･･･初診のみ(地連予約必)
火水金･･･再診のみ

道家 哲哉 道家 哲哉 道家 哲哉
吉村 孝一 吉村 孝一 吉村 孝一

中川 富夫 中川 富夫 中川 富夫 中川 富夫 中川 富夫 火・金･･･ラルス治療 （午後）

兼安 祐子 兼安 祐子 兼安 祐子 兼安 祐子 兼安 祐子

金吉 俊彦 梶川　隆 金吉 俊彦 月…午前のみ

坂田　雅浩 廣田　稔 坂田　雅浩 木…午後のみ

奥延 太希 福井 洋介 伏見　崇
佐藤 大直 何本 佑太

岡本 晃一

藤原 千尋 藤原 千尋 藤原 千尋 藤原 千尋 藤原 千尋 平日 8:30－16:30(予約不要)

黑川 真衣 黑川 真衣 黑川 真衣 黑川 真衣 黑川 真衣

村上 美佐子 村上 美佐子 予約のみ

大原 聡子 大原 聡子 月…初回の方のみ　　　木…2回目以降の方のみ

予約のみ
がん専門看護師又はがん分野の認定看護師対応

平日 8:30－10:00 受付　※事前に予約連絡をお願いします

（内科　予約不可　　　産婦人科・外科　11:00まで）

市検診の肺がん検診は月・水・木

長谷川 利路 ※診察は耳咽喉･頭頚部外科で行います。

（代診の場合あり）
水･･･13:30-16:30　　初診は月１回指定日になります。

ご予約がなくても受診は可能です（完全予約制を除く）。ただし、ご予約をいただいた方が優先となりますので、 【休診日】土曜・日曜・祝日、年末年始（１２／２９－１／３）

長い時間お待ちいただくこともございます。あらかじめご了承ください。 ※眼科は休診中です。

診療科名

内
視
鏡
セ
ン
タ
ー

消化管

気管支鏡

呼吸器内科 呼吸器内科外来 市原 英基 妹尾　賢

呼吸器外科 呼吸器外科外来

循環器内科 循環器内科外来 梶川　隆 梶川　隆 廣田　稔

甲斐 信生

宮本　正 渡邉 典行 日野 知仁 宮本　正 宮澤 慎一

水…心臓カテーテル検査（午後のみ）

血管外科

心臓リハビリ
テーションセンター

心臓
リハビリテーション

脊椎・人工関節
センター

整形外科

宮澤 慎一 甲斐 信生 宮本　正 宮澤 慎一

日野 知仁 中居 祐大 辻　秀憲 日野 知仁 渡邉 典行

松下 具敬 山下 涼介 松下 具敬 中居 祐大

補聴器外来

形成外科 午前 井上 温子

皮膚科

精神科

頭
頸
部
腫
瘍
セ
ン
タ
ー

耳鼻咽喉・
　頭頸部外科

午前

午後 福島　慶

口腔相談
支援センター

口腔相談

看
護
外
来

リンパ浮腫外来

がん看護外来

月･･･齊藤医師は午後のみ (予約のみ）
　治療センター

画
像
セ
ン
タ
ー

放射線診断科 道家 哲哉 道家 哲哉 左記、地連予約枠

放射線治療科

IVR

　　 エイズ 総合内科･感染症科 齊藤 誠司 齊藤 誠司 齊藤 誠司

健康診断 健康診断

禁煙外来

がん専門看護師

その他

健康診断 健康診断 健康診断 健康診断


