
診療科 月 火 水 木 金 土（1・4週）

内科

永井 小川 安村 鈴木貞 長坂
長坂 佐藤（血内） 倉石 後 長坂 倉石 後 信大

中牧（血内）月1 星野（神内）予

日根野(神内）予

呼吸器
田中 松尾 信大 田中 堀内

神田①③⑤

腎臓
牧野 穴山 牧野 中村裕 上田

田村 後 長沢 田村

内分泌
峯村 駒津 後 予 峯村 横田直 後（③以外） 特診 予

横田直　月1 横田直 河合 山口 山口 紹

阿部 紹 山口 阿部 阿部 大岩

消化器

牛丸 牛丸 池内 児玉 三枝 特診 予

児玉 小林義 三枝 後 池内 小林義

小澤 横田有 後 予 小澤
小林浩（肝）後 予

睡眠呼吸センター 予 松尾
禁煙外来 予 午後 千野

総合診療科

松井 小林優 三木 鈴木慶①③⑤ 小林優①③⑤
小池洋 松井 鈴木慶 山川淳 小池洋②④
山川淳 鈴木貞①/後藤 小林優①③ 三木②④ 鈴木慶

小林優①/原③
漢方外来 予 午後 山川淳 山川淳

リウマチ
膠原病
センター

午前
下島 安村 永井 小川 原
原 浦野 予 古川 飯村 浦野 予

坂口 小野②④⑤ 浦野 予 ②④⑤ 浦野 予 ②④⑤ 小野②④⑤

午後 予

下島 松井 古川 林①③⑤ 鈴木貞

浦野 中村幸①or③ 小岩井

呼吸器外科 青木孝 藏井 藏井

循環器内科
小林隆 矢彦沢 丸山拓 小山由 小岩 小塚
小塚 小塚 小塚 小塚 小塚
平森 ASO外来 後

心臓血管外科 横山/片桐

小児科
午前

山川直 諸橋 諸橋 諸橋 山川直①④⑤ 諸橋
長谷川 中村真 中村真 長谷川 中村真 齊藤
日髙 矢澤 日髙 日髙 長谷川 予 矢澤
齊藤 齊藤 矢澤

午後 予 予防接種 慢性外来 1か月健診/慢性外来 慢性外来 慢性外来

外科

池野 池野 宮本 池野 池野 池野
髙畑 荻原 髙畑 荻原 荻原 林
五明 五明 五明 五明 髙畑 五明
林 林 秋田 ー ー

渡邉 後 ②④ 予 宮本 宮本（11’～）

整形外科

北川 外立 丸山正 丸山正 北川 外立
丸山正 北川 外立 野村 外立 野村
野村 小山勇 野村 安川 小山勇 安川
安川 信大 小山勇/安川 笠間 信大 小山勇

（交代制）
スポーツ疾患関節治療センター 丸山正/野村 丸山正/野村

産科 本道 西村 藤森 加藤 本道（塩谷） 西村
鹿島

午後 予 1か月健診

婦人科

藤森 加藤 本道 鹿島 藤森 鹿島/加藤（塩谷）
松岡 松岡 松岡 （西村） 加藤 藤森

西村 予 鹿島（塩谷） 加藤 予 藤森 木村 予 紹 本道 予

木村 予 紹 本道 予 紹 木村 予 紹 西村 予

特殊外来 予 不妊症 不妊症 不妊症

南長野医療センター篠ノ井総合病院外来診療担当医表
2023年1月1日現在  （担当医表は予告なく変更することがあります）
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診療科 月 火 水 木 金 土（1・4週）

脳神経外科
宮下 外間 村田 宮下 外間 交代制
村田 （黒岩） 桑原 （桑原） 黒岩

泌尿器科
午前

木村 鈴木尚 大学 鈴木尚 鈴木尚

中沢 中沢 木村

午後 予
木村 鈴木尚 鈴木尚

中沢 中沢 木村

眼科 午前
髙野 髙野 髙野 飯島 髙野
上野 上野 上野 上野 上野

皮膚科 予 紹
午前 岡田な/信大 木藤/岡田な 木藤 岡田な 岡田な

午後 専門外来

形成外科 予 紹
午前 横山 横山/大学（月1） 横山
午後 横山/レーザー④ 横山 レーザー②

耳鼻咽喉科
予 紹

午前
浅輪 浅輪 交代制 浅輪 浅輪

小林正 小林正 小林正 小林正

午後 専門外来 専門外来
心療内科 予 紹 大村 もの忘れ もの忘れ 大村 検査

口腔外科
予 紹

午前
草深 草深 草深 草深 草深 交代制
田中 田中 田中 田中 田中

午後 大学
● 受付時間：8時00分～11時30分　● 休診日：毎月第2･3･5土曜日、日曜日、 国民の祝日、年末年始、当院の定める日　● 予約・紹介状がないと受診で
きない診療科があります。詳しくは各外来にお問い合わせ下さい。　● 救急患者さんにつきましてはこの限りではありません。

当院では、初診時に他の医療機関からの診療情報提供書（紹介状）をお持ちで無い患者さんから選定療養費7,700円（税込）を頂いております。
初診の際はできるだけ診療情報提供書をお持ちください。

予：予約制、　 紹：初診時に医療機関からの診療情報提供書（紹介状）が必要です、　 新：新患、　 前：午前、　 後：午後、　 数字：週

予：予約制、　篠ノ井GHP…篠ノ井総合病院医師、　 後：午後、　 数字：週

● 外来受付時間は一部の科を除き午前８時００分～午前１１時３０分迄です。　● 休診日：毎月第2･3･5土曜日、日曜日、 国民の祝日、年末年始、当院の定める日　

診療科 月 火 水 木 金 土（1・4週）

内科

本郷 細川 佐藤 堺澤 本郷 飯村①
堺澤 飯村 山川淳①②④⑤ 金澤 細川 佐藤④

細川③ 佐藤

穂苅 後 予 腎臓内科 中村
後 予 ①②③⑤

総合診療科 後藤
心療内科 雨宮 予

小児科 諸橋  山川直
（午後・予防接種）

諸橋①④
山川直②③⑤

外科 川手 検査・手術
（外来休診） 川手 検査・手術

（外来休診） 川手 川手

整形外科
篠ノ井GHP

①③⑤ 竹山 下川 下川 竹山 木下
竹山②④

婦人科 村中
診療開始 午前10：00

耳鼻科

信大医師
午後診察
受付午後

2:00～4:30

信大医師
午後診察
受付午後

2:00～4:30

眼科 新井 予 永田 永田 予

皮膚科 小田中（信大）
①③⑤

泌尿器科 和食

2023年1月1日現在  （担当医表は予告なく変更することがあります）
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