
兵庫県立丹波医療センター

R4.10.24

◎ 水曜　松本医師は隔週

（循環器） 隔週

第1･2･3･4 午後

第４ 14時～

午後

第２･４ 内分泌

第１･３･５ 神経

第１･３ 肝臓 第２･４ 肝臓

◎ 金曜　芝医師は初診のみ

◎ リハビリ訓練(要予約)は毎日実施

甲田 将章 (第1･3･5) ◎ 水曜　予約診察のみ(救急対応要相談)

藤本 陽介 (第2･4) ◎ 月曜午後　塩見医師(予約のみ診察)

◎

◎ 受付時間　月～木曜　11:00まで
　　　　　金曜　　　10:30まで

◎ 午後のみ・予約診察のみ

9時30分～ ◎ 診療開始時刻
棚瀬医師・林医師　9:30～

第３ ◎ 林医師は予約診察のみ

午後

午後 午後

四宮 弘隆 (第1･3･5)

◎ 予約診察のみ

　 　　

※　受付は、午前8時30分～午前11時30分までです。
　　原則的に予約診察を行っています。
　　初診時に他院の紹介状をお持ちでない場合は、選定療養費(医科:7,000円、歯科:5,000円)が必要になります。

〒669-3495　兵庫県丹波市氷上町石生２００２番地７
TEL 0795-88-5200(代表)　FAX 0795-88-5231(地域医療連携センター)

◎ 予約診察のみ

寺岡　駿 寺岡　駿 寺岡　駿 寺岡　駿 寺岡　駿

放射線科
一　般

楠　直明 楠　直明 楠　直明 楠　直明 楠　直明

歯科口腔外科
竹内 純一郎 竹内 純一郎 竹内 純一郎 竹内 純一郎 竹内 純一郎

木下 知恵子 木下 知恵子 木下 知恵子 木下 知恵子 木下 知恵子

リニアック 岩下 和真 　　 梶原 彰文

◎ 受付時間　月～水,金曜　11:00まで
　　　　　木曜　　　　 10:30まで

蓼原　瞬上田　隆 (第2･4)
古川 竜也 (第2･4)

◎ 月･水曜 　午後のみ

柿木 章伸 (予約のみ)

菅澤　淳

林　一 林　一 林　一

耳鼻咽喉科 井之口 豪 柿木 章伸
手島 直則 (第1･3･5)

眼　　　科

金光 聖隆
第１･２･４･５

金光 聖隆 金光 聖隆棚瀬 真希子 金光 聖隆

豊國 秀昭 豊國 秀昭

鈴木 美奈子

２　診 出口 雅士 森内 航生 担当医 宮下 幸一 武田 晃子産婦人科

１　診 丸尾 原義 望月 愼介 武田 晃子 望月 愼介

周 産 期 担当医 担当医

火曜　診療開始　　 9:30～
　　　受付時間　　11:00まで

泌 尿 器 科 岡本 雅之 山﨑 隆文 岡本 雅之 山﨑 隆文 兵頭 洋二

皮　膚　科 林　ちさ 村田 洋三 藤原　進 村田 洋三

脳神経外科 岡村 有祐
担当医

岡村 有祐 井村　隼
(予約のみ)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 上本 晴信 芝　昌彦 上本 晴信 芝　昌彦 芝　昌彦

上本 晴信 上本 晴信
(予約のみ) (予約のみ)

整 形 外 科

上本 晴信 芝　昌彦 上本 晴信 芝　昌彦 芝　昌彦

今井 貞之 北野 貴大 北野 貴大 今井 貞之

岸　淳彦 岸　淳彦

大野 伯和

濱中 統親 楠原 達樹
外　　科

一般･消化器

寺井 祥雄 担当医 藤田 恒憲 大宮 悟志

木戸 正浩 木戸 正浩

乳腺外科 岸　淳彦

（予防接種） （1ヶ月健診） （乳児健診）

専門外来
（夜尿症・循環器） （アレルギー疾患）

酒井 國安 岡本 光宏 永井 貞之山口　宏

(予約)

（アレルギー疾患）

大西 徳子

井上 真太郎

井上 真太郎 松井 佑一朗 岡本 光宏
坊 亮輔

酒井 國安

２　診 松井 佑一朗 岡本 光宏 松井 佑一朗 永井 貞之 大西 徳子
小
　
児
　
科

１　診 井上 真太郎 永井 貞之 大西 徳子 岡本 光宏

３　診 荒木 昭博 荒木 昭博

担当医 担当医 担当医

肝　臓 上田 佳秀
禁煙・
睡眠無呼吸

星島 正彦

膠原病
リウマチ内科

第２･４
中川 大章河野 誠司

腫瘍・
血液内科

北尾 章人 水谷　優

脳神経内科 辻　麻人 大塚 喜久 大塚 喜久

◎ 緩和ケア：院内がん相談支援センターで
予約された患者さんのみ

がん治療
支援

板倉 崇泰 板倉 崇泰 板倉 崇泰 田中 祐子板倉 崇泰

ペースメーカ 河﨑　悟

糖 尿 病
井上 朋也 鈴木 正暉

大橋 紳一郎

吉村 遼佑
奥野 恵子(腫瘍)

専
門
外
来

(

予
約

)

こころと
記憶の診療科

射場 亜希子
◎
◎

他医療機関等からの紹介予約のみ
第2･4月曜　午後のみ

呼 吸 器 奥野 恵子
小林 和幸

緩和ケア 板倉 崇泰 田中 祐子

◎ 次回の再診予約のあった患者さんのみ

田中 健雄

（消化器） （循環器・腎不全） （消化器） （消化器） （消化器）

藤井 康和
第１･３･５

（循環器） （循環器） （循環器）

西崎　朗 星島 正彦 佐藤　悠 西崎　朗 野村 雄大

備　　　考

内
　
　
　
科

一般、初診

藤井 康和 担当医 見坂 恒明 森　寛行 見坂 恒明 ◎ 二次精密検診は、一次健康診断結果票を
ご持参ください。

田村 証司 松浦 智弘

専門

河﨑　悟 新倉 悠人 松本 賢亮 岩根 成豪 松本 賢亮
（循環器）

予約再診 森　寛行 藤井 康和

外 来 診 療 担 当 表（令和４年１１月）

診療科 ＼ 曜日 月 火 水 木 金

（消化器･肝臓･腎臓） 合田　建 京谷　萌
藤原　稜 杉本　龍


