
＊担当医・診察時間は都合により変更になることがございますのでご了承ください。 2018/4/19

≪行田総合病院附属行田クリニック≫　TEL.048-554-0005

診療科 月 火 水 木 金 土

　 川嶋　　　　 　 川嶋 　 川嶋　　　 　 上部 　 川嶋 　 川嶋　　 

　 青山　　　　 　 　 南雲（第2・4のみ） 　 川嶋（秀） ◎竹内（受付9:30～12：30） 　 竹内（7日・21日）

◎竹内（受付9:30～12:30） 　 岩橋（受付9:30～12:00） 　　　　　　　（受付10:00～12:00） 　 大西 　 工藤（受付9:30～12：00） 　 橋本（受付8:30～11:30）

◎吉田（浩）　  　 芹澤　　　　 　  坂口（4日）（受付8：30～11：30）　 吉田（佳） 　 南雲（第1・3・5のみ、予約のみ） 　 秋山（14日）

◎橋本　　　　　 　 片山　　　　 　    岩橋 　 関谷 ◎佐藤   ◎久保（21日・28日）

　 久保 ◎和田　　　　 　 　 日置 ◎芹澤　 ◎久保 ◎吉田（浩）

◎和田        ◎荒木 　 大坂 ◎橋本 ◎久保（当日・紹介のみ） ◎上（受付9:30～12：30） ◎小口

◎小口 ◎久保 ◎吉田（浩） ◎和田（睡眠時無呼吸外来） ◎小口

◎林    上岡（受付:8:30~10:30） ◎和田（第1・2週ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来） ◎佐藤　 ◎上岡

◎栗原    橋本

◎二反田　　  ◎小口   　 川嶋 　 川嶋　       　 ◎上部　　   青木

　 大坂　　     ◎林 　 青山　　　橋本 　 吉田（佳） 　 上　　　       

◎和田　　　　◎荒木 ◎和田      ◎和田（第1・2週ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来） ◎関谷　　 　 工藤

◎佐藤　     　 　 竹内（受付14:00～17:00） 　 岩橋（受付16:00～17:00） ◎和田（睡眠時無呼吸外来）

   南雲（受付14:00～16:00）     （睡眠時無呼吸外来） 　 竹内（受付14:00～17:00） ◎栗原

　 　 　 　 

　　小島（2日・16日・23日）     勝又（リウマチ・関節診）      小島     小島 　　小島（7日・21日）

　　勝又（9日）     松岡 　　勝又（28日）

　　上田 　　松岡（14日・28日）

    勝又（再診）    山内     勝又（リウマチ専門）

    松岡

　　上田     装具外来     装具外来

 　 岡田     岡田      岡田     加藤     岡田     岡田

    本間     本間（頭痛外来）      布施     本間     布施

    岡田     岡田     吉川（受付14：00～16：30）      加藤（受付16：00まで）     岡田

    布施

午前     新鍋     新鍋     新鍋     白坂     新鍋  ◎鈴木

午後     新鍋     新鍋     白坂     新鍋

午前     里深     里深     里深

    里深     里深
       （検査・予約外来）         （検査・予約外来）

　　小和瀬     森田     大戸 　  大竹 　  森田 ◎山口（7日・21日）

   

　◎森田  ◎森田 ◎大戸 ◎森田 ◎小和瀬

　　小和瀬（紹介患者中心） 　　小和瀬（紹介患者中心）

   ＊乳児検診・予防接種（要予約）・紹介外来診療　　診療時間：（月～金）14：00～15：00

午前 　　北畠   寺本 ◎安原    渋谷 　　北畠

午後 　　北畠 ◎安原 　 渋谷 　　北畠

午前     小松 　矢島    小松     小松

午後     小松 　矢島    小松

【受付時間】　午前 9：00～12：00　　午後 14：30～17：30

≪行田総合病院　東棟受付≫　TEL.048-552-1111

診療科 月 火 水 木 金 土

　　　鎗田 　　　川原林 　　　濱田 　　　坂野     川原林     坂野

　　　福元     宮田

午後 　
　　　池田

       第2・4のみ（受付14:30～16:30）

　　川原林

   （紹介外来14:00～17:00）

午前     南雲　　　上岡     橋本　　　南雲     芹澤　　　菓 　　南雲　上岡     芹澤　　　大坂 　　宇藤／派遣医師

午後     芹澤　　　上岡     南雲  　　芹澤     芹澤　　　菓 　　南雲　　芹澤／上岡

【受付時間】　午前 8：30～11：30　　午後 14：30～17：00

≪行田総合病院　新南棟受付≫　TEL.048-552-1111

診療科 月 火 水 木 金 土

午前 　　髙畑
午後 　　髙畑
午前 　　　三井 　　　三井 　　梅田 　　　 三井 　　　梅田
午後 　　　梅田 　　三井 　　  梅田
午前 　　　那須 　　　那須(紹介外来) 　　那須（紹介外来）

午後 　　　那須（紹介外来)

　　　林（9:30-11:00) 　　　林 　　林 　　　古畑 　　　坪井 　　　澤田（第2・4・5週 当日患者のみ）

　　　坪井 　　　高島 　　新井 　　　澤田 　　　林 　　　高島（第1・3週 当日患者のみ）

　　　井本（第5週　当日患者のみ）

　　　澤田 　　　古畑 　　高島（第1・3・5週) 　新井 　　　古畑 　　　澤田
　　　坪井 　　　井本 　　朝倉（第2・4週） 　　　高島

        　　　（女性排尿機能外来）

※土曜午後・日曜・祝日は休診。（急患は24時間受付。）

≪休診のお知らせ≫
＜内科＞ ＜耳鼻咽喉科＞ ＜小児科＞
佐藤医師：9日（月） 新鍋医師：3日（火）4日（水）6日（金） 小和瀬医師：20日（金）26日（木）27日（金）

工藤医師：13日（金） ＜消化器外科＞ ＜泌尿器科＞
川嶋（秀）医師：19日（木） 宮田医師：4日（水） 髙島医師：19日（木）

竹内医師：20日（金） 濱田医師：4日（水）

吉田（佳）医師：26日（木）11：00～終日

栗原医師：26日（木）

4月

【受付時間】　　午前　8：30～◎12：30・他12：00迄　　午後　14：30～◎17：30・他17：00迄

内科

午前

午後

小児科

整形外科

午前

午後

脳外科

午前

午後

耳鼻咽喉

眼科
午後

午前

午後

皮膚科

健診

【新入職医師4/2時点】

常勤：小口医師（呼吸器内科）、上岡医師（消化器内科）、井本医師（泌尿器科）、梅田医師（血管外科）、布施医師（脳神経外科）

非常勤：新井医師（泌尿器科）、日置医師（循環器内科）、林医師（循環器内科）、菓医師（消化器内科）、大竹医師（小児科）、鈴木医師（耳鼻咽喉科）

【新入職医師4/18時点】

非常勤：北畠医師（皮膚科）4/27（金）より勤務開始。　／　　矢島医師（健診）4/24（火）より勤務開始。

泌尿器科

午前

午後

血管外科

循環器内科

心療内科

4月

外科

午前

内視鏡


