
胆沢病院胆沢病院胆沢病院胆沢病院をごをごをごをご利用利用利用利用になるになるになるになる皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ 令和元年７月１日現在

当院の外来診療は、紹介の方、再来の方とも 予約制 です （小児科を除く）

◆ 初診(紹介)の方へ
◇ 下記表　　　　　　　の診療科は、初診の際に「かかりつけ医」からの 紹介状 (診療情報提供書） がががが必要必要必要必要です。
◇ 受診予約がなく、紹介状を持参して来院された方は、患者さんの状態により、後日の予約取得のみで当日受診できない場合が

ありますのでご了承願います。
◆ 再来の方へ

◇ 予約日時の変更・お問い合わせは、平日の午後 3 時～ 5 時 にお願いします。TEL 0197-24-4121（胆沢病院代表番号）
    電話口の職員に「予約日のことで電話しました」「診療科は○○科です」とお話しください。
◇ 次回診察等の日時を記載した 「予約券」 は、なくさないでください。

時間帯 月 火 水 木 金 備　考

総合診療科 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

総 合 内 科

鈴木 俊郎 大内 譲 菊池 崇史 鈴木 俊郎 菊池 崇史

勝又宇一郎（第１・３・５週）

畠山哲八（第２・４週）

Ｈ Ｏ Ｔ 外 来

【在宅酸素】
鈴木俊郎（第１・３・５週）

森信芳（第２・４週）

石山 文威 萱場 尚一 下山 雄丞 萱場 尚一 新海 洋彦

小野寺 美緒 新海 洋彦 石山 文威 千葉 宏文 下山 雄丞

谷地一真（第１・３・５週） 伊藤啓紀（第１・３・５週）

千葉宏文（第2・4週） 小野寺美緒（第2・4週）

八木 卓也 八木 卓也 野崎 哲司 井筒 大人

野崎 哲司 山本惟彦/渡部希美 小野瀬剛生/井筒大人 小野瀬 剛生 山本惟彦/渡部希美

午前 血液内科医師 血液内科医師

午後 血液内科医師 血液内科医師 血液内科医師

応援医師

（第１・３週）

もの忘れ外来 完全予約制
午前
午後

鬼澤 民雄 鬼澤 民雄

・月、金曜日14時から16時まで

乳 児 健 診 完全予約制 午後 診療日 ・14時から15時まで　

予 防 接 種 完全予約制 午後 診療日 診療日 ・15時から16時まで

齋藤 明宏
（第1週）

※担当医が不在になる場合や診療日が変更になる場合がありますのでご了承願います。

・担当医は外来に問い合わせるか、外来担当
医表（外来掲示）をご確認ください
・受付時間を過ぎてから（下記を除く）の小児
科診察は救急当番医師が担当します。小児
科医師の診察を希望される患者さんは開業
医を受診なさってください。

小 児 科

・14時から16時まで　心 臓 外 来 完全予約制 午後

未定 ・再来のみ

診療日 診療日 診療日 診療日

午後 診療日

午前 診療日

診療日

腎 臓 外 来 完全予約制 午後

応援医師 ・再来のみ

膠原病外来 完全予約制 午前

応援医師

・再来のみ

脳神経内科 完全予約制 午前 応援医師

血 液 外 来 完全予約制 午後

外来担当医 ・再来のみ

血 液 内 科 完全予約制

デバイス外来 完全予約制 午後

応援医師 ・再来のみ

循環器内科 完全予約制 午前

肝 臓 外 来 完全予約制 午前

幕内 大貴 須藤 洸一郞

鈴木/森 ・再来のみ

禁 煙 外 来 完全予約制 午後

完全予約制 午後

消化器内科 完全予約制 午前

担当医師はその都度変更となります

呼吸器内科 完全予約制 午前

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　　　　外来診療案内外来診療案内外来診療案内外来診療案内

胆沢病院は「地域医療支援病院」として、急性期、重症疾患、救急医療に重点を置いた診療を行う役割を担ってお
り、地域の医療機関(かかりつけ医)との役割分担と連携を図りながら地域全体で患者さんの治療を行っています。

初診の方については、まずは「かかりつけ医」を受診して、必要に応じて当院に紹介していただき、一定の治療を終
えて、症状が落ちついた方を「かかりつけ医」に紹介させていただいております。
　なお、救急受診をされる方については24時間体制で診察をしております。

【受付時間】　午前 8 時 30 分 ～ 11 時まで　※ 表中に受付時間の記載があるものを除く

診　療　科

大内 譲 勝又 宇一郎 畠山 哲八 杉山 初美



時間帯 月 火 水 木 金 備　考

【受付時間】　午前 8 時 30 分 ～ 11 時まで　※ 表中に受付時間の記載があるものを除く

診　療　科

血管外来 谷村 武宏 血管外来

（佐藤 博子） （甲状腺外来） （第2･4週）

血管外来 血管外来 血管外来

（橋本 宗敬） （玉手 義久） （玉手 義久）

郷右近祐司

（応援医師）

応援医師

（第1・3・5週）

リンパ浮腫外来 完全予約制 午前・午後 佐藤 博子 玉手 義久 玉手 義久

鈴木 雄

（第1・3週）

下沖 裕太郎 赤坂 俊樹

（第1・3・5週） （回診終了後）

下沖 裕太郎 赤坂 俊樹

（回診終了後） （第2・4週）

及川 龍之介 及川 龍之介

（回診終了後） （第1・3・5週）

清水 幸彦
（再診のみ・第1～3週）

菊池 登志雄 菊池 登志雄

半田 政志 半田 政志

渋谷 丈太郎 渋谷 丈太郎

鈴木 寛利 鈴木 寛利

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 喜早 祐介 忠地 一輝 忠地 一輝

喜早 祐介 樋口 知見 下田 次郎 下田 次郎

樋口 知見 米田 真也 米田 真也 青山 有

忠地 一輝 喜早 祐介 忠地 一輝 下田 次郎

喜早 祐介 米田 真也 青山 有 青山 有

米田 真也

腎移植外来 完全予約制 午前 米田 真也

産 婦 人 科 予約制△ 午前 丸田 純一 ・産科は診察しておりません

午前 （休診） 医大応援医師 医大応援医師 ・8時30分から10時30分まで

午後 （手術） （予約検査） （予約検査）

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30分まで 受付10時30分まで

麻 酔 科 予約制 午前 青山 泰樹 加藤 幸恵 松井 秀明 木村 丘 松井 秀明

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時から12時

午後 ストーマ、失禁外来 ・14時から16時

完全予約制 午前 スキンケア外来 ・10時から12時

・10時から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時から12時

午後 リンパ浮腫外来 リンパ浮腫外来 ・13時から16時

完全予約制 午後 呼吸ケア外来 ・15時から16時

※担当医が不在になる場合や診療日が変更になる場合がありますのでご了承願います。

がん看護外来

完全予約制

中村 正人

看 護 外 来
完全予約制

＊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

午後 （手術） ・午後 受付15時30分まで

中田 吉彦 中田 吉彦

・火は手術のため急患、予約のみ

眼 科 完全予約制 （休診） （休診）

（手術）

放 射 線 科 完全予約制 午前 中村 正人 中村 正人

中田 吉彦 中田 吉彦

医大応援医師 医大応援医師

（手術）

耳鼻咽喉科 完全予約制

午前
中田 吉彦

泌 尿 器 科 完全予約制

午前

（休診）

午後

（手術）午後 (病棟処置・検査)
（手術・病棟処
置･検査）

(病棟処置・検査)

皮 膚 科 完全予約制

午前 古舘 禎騎 古舘 禎騎 古舘 禎騎 古舘 禎騎

大和田 健司 大和田 健司 大和田 健司

呼吸器外科 完全予約制 午前 （手術） （手術）

脳神経外科 予約制△ 午前
大和田 健司

・木曜日は手術のため休診

応援医師 下沖 裕太郎

及川 龍之介 及川 龍之介

・15時から

鈴木 雄

楠田 和幸 楠田 和幸 伊藤 靖 伊藤 靖

整 形 外 科 完全予約制 午前

赤坂 俊樹 赤坂 俊樹

緩和ケア外来 完全予約制 午後

（手術）

乳 腺 外 来 完全予約制 午前
楠田 和幸

外 科 完全予約制 午前

渋谷 俊介/三浦 琢磨 渋谷 俊介/山田 誠人

鈴木 雄

・新規

・再来のみ


