
    当院は予約制としております （小児科を除く）

◇【 FAX予約受付時間 】 平日 8：30 ～ 19：00、 土日祝 8：30 ～ 17：15

◇ ★印の診療科は平日 8：30～ 17：15 の回答になります。

◇ 緊急性がある患者さんの紹介（当日紹介）につきましては、希望診療科の医師へ電話連絡後、併せてＦＡＸ送付をお願いします。

【受付時間】午前8：30～11：00　※表中に受付時間の記載があるものを除く 平成30年10月１日現在

時間帯 月 火 水 木 金 備　考

〔FAX予約受付日〕 月～金

・事前FAX予約のみ

総総総総 合合合合 内内内内 科科科科 ・当日紹介（緊急紹介）のみ

鈴木 俊郎 大内 譲 小野寺 克洋 鈴木 俊郎 小野寺 克洋 〔FAX予約受付日〕 月～金

大内 譲 勝又 宇一郎 畠山 哲八 森 信芳 勝又 宇一郎

畠山 哲八

ＨＨＨＨ ＯＯＯＯ ＴＴＴＴ 外外外外 来来来来
完全
予約制 午後 鈴木/大内 ・紹介不可

★★★★ 禁禁禁禁 煙煙煙煙 外外外外 来来来来
完全
予約制 午後 鈴木/大内 〔FAX予約受付日〕 水

石山 文威 萱場 尚一 下山 雄丞 萱場 尚一 新海 洋彦 〔FAX予約受付日〕 月～金

伊丹 英昭 新海 洋彦 石山 文威 千葉 宏文 下山 雄丞

須藤 洸一郞

千葉 宏文
（第2・4週）

肝肝肝肝 臓臓臓臓 外外外外 来来来来
完全
予約制 午前 応援医師

循環器内科医師 八木 卓也 八木 卓也 野崎 哲司 山本 惟彦 〔FAX予約受付日〕 月～金

〔心房細動・動脈硬化外来FAX予約受付日〕
火～木

デデデデババババイイイイスススス外外外外来来来来
完全
予約制 午後 外来担当医 ・紹介不可

午前 血液内科医師 血液内科医師 〔FAX予約受付日〕 火、木

午後 血液内科医師 血液内科医師

応援医師 応援医師
（第3週） （第1週）

神神神神 経経経経 内内内内 科科科科
完全
予約制 午前 応援医師 応援医師

膠膠膠膠 原原原原 病病病病 外外外外 来来来来
完全
予約制 午前 応援医師

松浦 佑樹
（応援医師）

もももものののの忘忘忘忘れれれれ外外外外来来来来
完全
予約制

午前
午後

鬼澤 民雄 鬼澤 民雄 〔FAX予約受付日〕 月、水

午前 診療日 診療日 診療日 診療日 診療日 〔FAX予約受付日〕月～金

午後 診療日 診療日 ・午後受付時間：月15～16時、金 14～16時

乳乳乳乳 児児児児 健健健健 診診診診
完全
予約制 午後 診療日 ・14～15時

予予予予 防防防防 接接接接 種種種種
完全
予約制 午後 診療日 診療日 ・15～16時

齋藤 明宏
（第1週）

血管外来 谷村 武宏 血管外来 血管外来 〔外科FAX予約受付日〕月～金

（佐藤 博子） （甲状腺外来） （第2・4週） （玉手 義久） 〔血管外来FAX予約受付日〕月、水、木

血管外来 血管外来 〔甲状腺外来FAX予約受付日〕

（橋本 宗敬） （玉手 義久） 火（月、水、金は要相談）

郷右近 祐司 ・郷右近医師への紹介は不可

（応援医師）

楠田 和幸

※新規

応援医師（第1・3・5週）

※再来のみ

★★★★リンパリンパリンパリンパ浮腫外来浮腫外来浮腫外来浮腫外来
完全
予約制

午前
午後

佐藤 博子 玉手 義久 玉手 義久 〔FAX予約受付日〕月、水、木

鈴木 雄
（第1･3週）

岩手県立胆沢病院岩手県立胆沢病院岩手県立胆沢病院岩手県立胆沢病院　　　　診療予定表 診療予定表 診療予定表 診療予定表 （（（（紹介患者用紹介患者用紹介患者用紹介患者用））））

◇ 紹介状持参の方でも当日の状況（手術、検査等）にて後日の予約を取り、再度来院していただく場合があるため、FAX紹介予約をご利用ください。

診　療　科

総総総総 合合合合 診診診診 療療療療 科科科科
完全
予約制 午前 森 信芳 柳谷 綾子 渋谷 俊介 渋谷 俊介 柳谷 綾子

担当医師はその都度変更となります

呼呼呼呼 吸吸吸吸 器器器器 内内内内 科科科科
完全
予約制 午前

消消消消 化化化化 器器器器 内内内内 科科科科
完全
予約制 午前

・紹介不可（初め消化器内科へ紹介してく
ださい。医師の判断により、必要に応じて
専門医へ紹介します。）

循循循循 環環環環 器器器器 内内内内 科科科科
完全

予約制 午前
野崎 哲司 四倉 玲/井筒大人 小野瀬 剛生 小野瀬 剛生 四倉 玲/井筒大人

ＩＩＩＩ ＢＢＢＢ ＤＤＤＤ 外外外外 来来来来
完全
予約制 午前

★★★★ 血血血血 液液液液 内内内内 科科科科
完全
予約制

・紹介不可

・紹介不可（初め総合診療科へ紹介してく
ださい。医師の判断により、必要に応じて
専門医へ紹介します。）

★★★★ 腎腎腎腎 臓臓臓臓 外外外外 来来来来
完全
予約制 午後 〔FAX予約受付日〕 火

血血血血 液液液液 外外外外 来来来来
完全
予約制 午後

・14～16時

外外外外 科科科科
完全
予約制 午前

★★★★ 小小小小 児児児児 科科科科

★★★★ 心心心心 臓臓臓臓 外外外外 来来来来
完全
予約制 午後

渋谷 俊介

鈴木 雄 伊藤 靖 鈴木 雄

楠田 和幸 楠田 和幸 伊藤 靖

★★★★緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア外来外来外来外来
完全
予約制 午後

完全
予約制 午前

乳乳乳乳 腺腺腺腺 外外外外 来来来来

完全
予約制 午前

〔FAX予約受付日〕第1・3木 15時～

※ 希望の医師で診察予約をおとりしても、当日の予約状況により、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

〔乳腺外来FAX予約受付日〕第1・3・5水 11時

FAX 0197 - 24 - 4180 （ 紹介センター専用 ） TEL 0197 - 24 - 4121 （ 紹介センター 内線 1027 ・ 1058 ）



【受付時間】午前8：30～11：00　※表中に受付時間の記載があるものを除く 平成30年10月１日現在

時間帯 月 火 水 木 金 備　考診　療　科

赤坂 俊樹 赤坂 俊樹

（第2・4週） （回診終了後）

及川 龍之介 及川 龍之介 佐々 航 ・木曜日は手術のため休診

（回診終了後） （第1・3・5週） （第1・3・5週）

佐々 航

（処置終了後）

午後

清水 幸彦
（第1～3週）

菊池 登志雄 菊池 登志雄 ・清水医師への紹介は不可

午後

半田 政志 半田 政志 〔FAX予約受付日〕 火、木

渋谷 丈太郎 渋谷 丈太郎

午後 半田 政志 半田 政志

古舘 禎騎

受付10時30分まで

〔病棟処置・検査〕

古舘 禎騎

受付15～16時

忠地 一輝 外来担当医 忠地 一輝 忠地 一輝 〔FAX予約受付日〕月～水、金

外来担当医 米田 真也 下田 次郎 下田 次郎 ・木曜日は手術のため急患のみ

米田 真也 外来担当医

〔検査・CAPD・ 〔検査・CAPD・ 〔検査・CAPD・

結石破砕・手術〕 結石破砕・手術〕 結石破砕・手術〕

★★★★腎移植外来腎移植外来腎移植外来腎移植外来
完全
予約制 午前 米田 真也 〔FAX予約受付日〕 火

〔FAX予約受付日〕 木

・産科は診察しておりません

午前 医大応援医師 医大応援医師 医大応援医師 〔FAX予約受付日〕 火、水、金

午後 〔予約検査〕 〔予約検査〕 〔予約検査〕 ・受付10時30分まで

中田 吉彦 中田 吉彦 中田 吉彦 中田 吉彦 中田 吉彦 〔FAX予約受付日〕月、水～金

受付9時30分まで

予約外来 予約外来・検査 予約外来・検査

（学童） （学童など） （学童など）

中村 正人 応援医師

受付10時まで 受付10時まで

11時～病棟回診 11時～病棟回診

午後

午前 青山 泰樹 加藤 幸恵 松井 秀明 木村 丘 松井 秀明 〔FAX予約受付日〕 月～金

午後

午前 ストーマ、失禁外来 ストーマ、失禁外来 ストーマ、失禁外来 ・10～12時

午後 ストーマ、失禁外来 ・14～16時

完全
予約制 午前 スキンケア外来 ・10～12時

・10～12時

・他院治療中の方はお問い合わせください

午前 リンパ浮腫外来 リンパ浮腫外来 リンパ浮腫外来 ・  9～12時

午後 リンパ浮腫外来 リンパ浮腫外来 ・13～16時

完全
予約制 午後 呼吸ケア外来 ・15～16時

赤坂 俊樹 赤坂 俊樹

〔手術〕

〔FAX予約受付日〕月～水、金

及川 龍之介

応援医師 及川 龍之介 佐々 航

整整整整 形形形形 外外外外 科科科科
完全
予約制

午前

〔手術〕

〔FAX予約受付日〕 月～水、金

〔病棟回診・手術〕

呼呼呼呼 吸吸吸吸 器器器器 外外外外 科科科科
完全
予約制

午前
〔手術〕 〔手術〕 〔手術〕

脳脳脳脳 神神神神 経経経経 外外外外 科科科科
予約制
△

午前
大和田 健司 大和田 健司 大和田 健司 大和田 健司

古舘 禎騎
〔FAX予約受付日〕月、火、木、金

〔手術〕〔手術･病棟処
置･検査〕

〔病棟処置・検査〕

皮皮皮皮 膚膚膚膚 科科科科
完全
予約制

午前 古舘 禎騎

午後 〔病棟処置・検査〕

泌泌泌泌 尿尿尿尿 器器器器 科科科科
完全
予約制

午前

〔手術〕

午後 〔手術〕

古舘 禎騎 古舘 禎騎

丸田 純一

眼眼眼眼 科科科科
完全
予約制 （休診） （休診）

産産産産 婦婦婦婦 人人人人 科科科科
予約制
△ 午前

中村 正人

医大応援医師 ・火曜日は手術のため急患、予約のみ

〔手術〕
午後 〔手術〕 ・午後 受付15時30分まで

耳耳耳耳 鼻鼻鼻鼻 咽咽咽咽 喉喉喉喉 科科科科
完全
予約制

午前
医大応援医師

がん看護外来

完全
予約制

※ 希望の医師で診察予約をおとりしても、当日の予約状況により、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

完全
予約制

看看看看 護護護護 外外外外 来来来来

＊医師の指示で専
任の看護師が行い
ます。担当の看護
師 に ご相 談 く ださ
い。

完全
予約制 午前 がん看護外来

中村 正人 中村 正人
〔FAX予約受付日〕 月～金

〔診察、治療計画作成、血管造影検査等〕

麻麻麻麻 酔酔酔酔 科科科科 予約制

〔手術〕

★★★★ 放放放放 射射射射 線線線線 科科科科
完全
予約制

午前


