
外来担当医表
2018/4月

予約制　 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大野 野村　/　横山 鈴木（正） 大野 大川 交代制

午後 杉木 馬場 横山 森本 大堀

午前
   村上　(1.2.3.5週)

齋藤 (4週)
高平 片岡 寺川 入江（1.3.5週）/早瀬 (2.4週) 交代制

午後 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

消化器外科 午前 川﨑 久慈 木村

午前 岡崎 ／ 入船 阿久津　 岡崎 入船　/　阿久津 武田 交代制

午後 永井(14:00～) 永井(14:00～)

午前 金子 金子  中川 (洋) (完全予約制)

午後 村上 金子 (2週11:00～15:00) 早瀬

外科 午後 田中 田中

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 午後 今野 今野

乳腺外科 午後 小宮 小宮 小宮

大艸 前野 前野 今井 小熊

長堀 中川(俊) 小熊 三山 鈴木（三）

山田 大城（2週） 鈴木（三） 三浦 石森

三浦 大城（2週） 大城（2週）

山下 長堀 長島 山下 大艸

長島 今井 岩切 呉林 石森

呉林 大城（2週） 中川(俊) 三山 岩切

大城（2週） 大城（2週）

午前 三品 亀田　(新患受付11:15まで) 宮島　(新患受付11:15まで)

午後 亀田　(新患受付16:00まで) 宮島　(新患受付16:00まで)

午前 高柳 後藤 高柳 後藤 黒田 交代制

午後 泉里(14:00～) 黒田 泉里

午前 入宇田 入宇田 入宇田 入宇田 (1.3週)

午後 入宇田

腎臓内科 午後 和田 山地(13:30～)

神経内科 午後 柏木 柏木 柏木 柏木

午前 黒田

午後 黒田

泌尿器科 午前 交代制

午前 岸（新患・再来） 鳥居（新患・再来） 岸（新患・再来） 鳥居（照射中患者）

午後 鳥居（新患・再来） 岸（新患・再来） 鳥居（新患・再来） 岸（照射中患者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※予約受付  ：放射線治療センター直通電話　011-676-7419

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

予約制　 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

婦人科 午前 寒河江 寒河江 寒河江 寒河江 寒河江  (月2回不定期)

急患等により診療体制が変更・休診になる場合がございます。事前にお電話でお問合せください。

●専門外来
予約制　 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 金子 金子  中川 (洋) (完全予約制)

午後 村上 金子 (2週11:00～15:00) 早瀬

末梢血管外来 午前 大野 大野

午前 鈴木（正）

午後

午前 長堀 三山 三山(2週)  長堀 (4週)

午後 長堀 三山
午前

午後 杉木(2.4週)(ペースメーカ)
交代制(1.2.3.4週)

(14:00～)

午前 三品 大城（2週） 大城（2週） 大城（2週）

午後 大城（2週） 大城（2週） 大城（2週）

午前 大城（2週）

三品(1.3.4.5週)

尾形(2.3.4.5週)

大城(2週)

もの忘れ外来 午後 柏木 柏木 柏木 柏木

午前 大城（2週） 大城（2週） 大城（2週）
午後 大城（2週） 大城（2週） 大城（2週）

【 診療時間（受付時間）】 【 電話受付予約 】　診療時間内にお受けします

　■月～金／午前　 9:00～12:00（8:30～11:30まで） 　■月～金　／　9:00～17:00

　■月～金／午後　13:00～17:00（12:30～16:30まで） 　■土　　　　／　9:00～12:00

　■土　　　／午前　 9:00～12:00（8:30～11:30まで）　■日・祝／休診 　■日・祝　 ／　休み

放射線治療科
(※完全予約制)

心臓血管外科

脳神経外科

整形外科

循環器内科

午前

腫瘍血液内科

脊椎脊髄外科

●「婦人科」は、札幌西孝仁会クリニックにて外来診療しております。
　　 TEL 011-590-0322          住所　〒063-0051　札幌市西区宮の沢1条1丁目1-30　宮の沢ターミナルビル2階 (地下鉄宮の沢直結)

大動脈疾患

ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ外来

交代制

午後

呼吸器内科

消化器内科

せぼね外来

　　　　　　　　 ：放射線治療センターメールアドレス　OMHP-RT@kojinkai.or.jp（センターのホームページに予約フォームあり）

糖尿病内科

山岳外来

                       〒063-0052　札幌市西区宮の沢2条1丁目16-1                 TEL  011- 665- 0020 

不整脈外来

デバイス外来

禁煙外来

睡眠時無呼吸外来
午後 大城（2週）


