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受付時間 月 火 水 木 金

上　道 平　山 上　道 上　道 平　山

木　原 葛 西　川 佐々木 谷　中

和　泉 森　本 森　本 和　泉 太　田

林 安　井 平　源 西　村

高 黒　田 中　村 髙　島 髙　島

和　泉

高　島

三　橋 二　見 木　島 國　屋 長

二見（予約診） 合屋（予約診） 益弘（予約診） 合屋（予約診） 東（予約診）

長（予約診）

予約の方のみ受付 午後

柄　川 杉　尾 柄　川 伊　原 嶋　吉

伊　原 石　津 嶋　吉 石　津 青　木

田　中 濱野（2・4週）

梶　原 石田（1・3・5週）

濱野（2・4週）

石田（1・3・5週）

斎　藤 斎　藤 斎　藤

平　源 北 北

斎　藤

北

末　光

岩　澤

予約の方のみ受付 午後

山　村

赤　嶺

カウンセリング

メンタルヘルス相談

備考３参照

予防接種

（一般・特殊）

大　島 大島（化学療法外来） 楠 間　狩 間　狩

武　元 武　元 長岡（ヘルニア外来）

中　塚 交代制 交代制 南 廣　田

松　本 松　本 ストマ外来

外来手術 手　術 外来手術

大腸内視鏡検査 ストマ外来 大腸内視鏡検査

8：30～11：30 午前 蒲 甲　村 上田（予約診） 交代制（予約診） 西　野

予約の方のみ受付 午後 有田（予約診） 中西（予約診） 根　岸

佐柳（予約診） 寺田（予約診） 寺田（予約診） 佐柳（予約診） 交代制

寺　田 佐　柳 佐　柳 寺　田

手　術

寺 田

急性期・処置（術後）

中　谷 中　谷 中　谷

担当医 担当医 担当医

斎　藤

手　術

皮　膚　科

備考７参照

8：30～11：30 午前 担当医（予約診） 担当医（予約診）

予約の方のみ受付 午後 中　谷 中　谷 中　谷

外　　　科

備考４参照

8：30～11：30

備考４を
ご確認ください

午前

予約の方のみ受付 午後 手　術 手　術

脳 神 経 外 科

備考５参照

整形外科

備考６参照

備考６を
ご確認ください

午前

予約の方のみ受付 午後 手　術 手　術

小　児　科

8：30～11：30 午前 交代制 戸　井 大　西 戸　井 大　西

該当患者様のみ受付 午後 乳児健診 内分泌

交代制 交代制 交代制 交代制

午後 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

腎臓内科
備考２参照

8：30～11：30 午前 （臨時診療） 末　光 津久田

山　村

午後 山　村 南 山　村 山　村 山　村

津久田
谷　口

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

精 神 科
心療内科
備考３参照

備考３を
ご確認ください

午前 山　村 山　村 山　村

備考３を
ご確認ください

午前 交代制

内分泌内科

8：30～11：30 午前 斎　藤 大　西

予約の方のみ受付 午後 斎　藤 北

免疫内科

8：30～11：30 午前 田　中 小　坂 濱　野

予約の方のみ受付 午後 梶　原 石　田 梶　原 佐々木

楠

消化器内科

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後 後　藤 亀　井

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー

呼吸器内科
8：30～11：30 午前

呼吸器外科
備考１参照

予約の方のみ受付 午前

循環器内科

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後 林  (ペースメーカー)
（1回/月）

黒　田 高　島

診療科

脳神経内科

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後 西　川
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市　丸 山　道 市　丸 市　丸

新　井 小　林 新　井 小　林

市　丸 市丸（検査） 市　丸

小林（検査） 小林（予約診） 新井（検査）

須野（当日） 須　野 山田（当日） 須　野 山田（当日）

山　田 増田（当日） 増　田 山   田

増　田 増田（当日） 増田（当日）

建林（予約診） 北村（予約診） 建林（予約診） 北村（予約診） 北村（予約診）

吉岡（予約診） 咲尾（予約診） 吉岡（予約診） 咲尾（予約診）

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

北村（地域予約） 北村（地域予約） 北村（地域予約） 北村（地域予約）

吉岡（地域予約） 吉岡（地域予約） 建林（地域予約）

交代制（地域予約） 交代制（地域予約） 交代制（地域予約） 交代制（地域予約） 交代制（地域予約）

手術・検査 手術・検査 手術・検査 手術・検査 検査

吉岡（予約診） 建林（地域予約） 建林（地域予約）

北村（地域予約）

（臨時診療） （臨時診療） （臨時診療） （臨時診療） （臨時診療）

手術 河　﨑 橋　本 河　﨑 橋　本

担当医 南　野 河　﨑 南　野 南　野

松　井

永　野

石　井 石　井 石　井 石　井 石　井

栗　本 栗　本 栗　本 栗　本 栗　本

児　玉 児　玉 児　玉 児　玉 児　玉

藥師寺 藥師寺 藥師寺

妊婦・産褥健診 妊婦・産褥健診 妊婦・産褥健診 妊婦・産褥健診 妊婦・産褥健診

母親教室

2週間健診 母乳相談 母乳相談 2週間健診

備考１

備考２

備考３

備考４

備考５

備考６
・予約がない方で受付しておりますのは、開業医等からの紹介状をお持ちの方、当院の整形外科を2年以内に受診されている方、

　公立学校共済組合員及び兵庫県学校厚生会会員の方のみです。曜日により受付終了時刻が異なりますのでご注意ください。

　月曜日～木曜日・・当院の整形外科を2年以内に受診されている方は、午前10時30分までの受付となります。

・完全予約制となっています。詳しくは、精神科・心療内科までお問い合わせください。

外　　科

・ストマ外来は、予約の方のみの受付となります。

脳神経外科

・水曜日・木曜日・・予約の方のみの受付となります。

整形外科

  都合により、休診や担当医の変更をさせて頂く場合がありますので、ご了承ください。

呼吸器外科

・診察は、外科外来にて行っております。

腎臓内科

・月曜日・・・予約のある方のみの受付となります。

メンタルヘルスケアセンター

緩和ケア外来
予約の方のみ受付 午後

備考１１参照

母子保健外来

 9：00～13：00

14：00～16：00

14：00～16：00

合屋・山村・小森 髙島・山村・小森
備考１１参照

リンパ浮腫外来
予約の方のみ受付 午前 小　森

永　野/松　井

口腔外科

備考１０参照

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後 手　術 外来手術 手　術 手術 手　術

放射線治療科 予約の方のみ受付

午前 松　井 松　井 松　井 永　野

午後 松　井 松　井/永　野 松　井/永　野 永　野

検　査 手術・検査 検　査 手術・検査

遺伝子診療センター 予約の方のみ受付 午後 上　道

耳鼻いんこう科

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後 手　術

上　道

眼　　　科

備考９参照

8：30～11：30

備考８を
ご確認ください

午前

予約の方のみ受付 午後

産婦人科

8：30～11：30 午前

予約の方のみ受付 午後

山　本

予約の方のみ受付 午後 手　術 手　術 手　術 手　術

手　術
不妊相談

手　術手　術

形成外科

8：30～11：30 午前 山　本 齋　藤 山　本 山　本

泌尿器科

備考８参照

8：30～11：30 午前 新　井

予約の方のみ受付 午後 手　術 手　術
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備考７

備考８

備考９

備考１０

備考１１

　休診日（土曜・日曜・祝日）前日は埋伏智歯抜歯等の外科処置は行っておりませんので、あらかじめご承知ください。

　受診当日に抜歯等の外科処置をご希望の方は午前10時30分までに受付をお済ませください。

緩和ケア外来 ／ リンパ浮腫外来

　完全予約制となっております。詳しくは、緩和ケア認定看護師までお問い合わせください。

・新規受診の方（眼科の診療予約がない方）で、受付しておりますのは、開業医等からの紹介状をお持ちの方のみです。但し

　公立学校共済組合員の方、兵庫県学校厚生会会員の方は受付させていただきます。

・眼科に継続受診中の方（眼科の診療予約がある方）も、予約日外で受診される場合の診療担当医師は、交代制枠の医師となり

　ます。主治医と異なる場合がありますので、あらかじめご承知ください。

口腔外科

　むし歯などの一般歯科治療は原則的におこなっておりません。

　　　　　　　　　　兵庫県学校厚生会会員の方、いずれも午前10時30分までの受付となります。

皮 膚 科
　木曜日・金曜日・・・予約の方のみの受付となります。

泌尿器科

・火曜日（第１・第３に限る）・・・予約のない方は午前10時30分までの受付となります。（紹介状をお持ちの方も含む）

眼　　科

　　　　　　　　　　紹介状をお持ちの方、公立学校共済組合員及び兵庫県学校厚生会会員の方は、午前11時までの受付と

　　　　　　　　　　なります。

　金曜日・・・・・・当院の整形外科を2年以内に受診されている方、紹介状をお持ちの方、公立学校共済組合員及び


