
2020/4/1更新
ブロック 診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 備考

消化器外科
（専門外来） 午前 予約制 小杉伸一 平野謙一郎 角南栄二 佐藤　洋

一般外科 午前 ○ 大岩　智
受付時間　8:30～11:00
○は医師が交代で担当　脱腸・肛門・乳腺疾患の初診のみ

午前 ○ ○

午後 角南栄二
スナミ

白旗
シラハタ

正幸 平野　徹 目良
メ ラ

　恒
ヒサシ 白旗正幸

/大学医師＊3 生越　章

平野　徹＊1 若杉正嗣 生越
オゴセ

　章 佐野博繁 鄭
テイ

　賢晧
ヨシアキ

新患
生越章/若杉正嗣

/佐野博繁
生越章/白旗正幸 佐野博繁/竹内峻 平野徹/目良恒 植木将人

再診 目良　恒＊2 植木将人 若杉正嗣 竹内　峻 〇＊4

呼吸器外科 午前 橋本毅久 橋本毅久 橋本毅久

午前 小熊文昭

午後 小熊文昭 金曜日は完全予約制

米岡有一郎 関　泰弘 米岡有一郎 関　泰弘 大学医師

秋山克彦 秋山克彦 大学医師 秋山克彦
/関　泰弘＊

＊　金曜日は隔週で交替

川浪真里 吉田邦彦 風間芳樹 山田大輔 鈴木美奈

加嶋克則 甲田有嘉子 佐藤ひとみ 甲田有嘉子/
　 佐藤ひとみ＊1 加嶋克則

午後 遺伝外来 不育外来

風間芳樹 山田大輔 吉田邦彦 佐藤ひとみ/
甲田有嘉子＊2 佐藤ひとみ

佐藤ひとみ 鈴木美奈 甲田有嘉子 川浪真里 山田大輔

佐藤ひとみ 山田大輔 川浪真里 吉田邦彦

川浪真里 山田大輔

午前 新患 恩田啓伍 坂上　仁 湯川尊行 坪谷隆介

加納浩之 加納浩之 矯正歯科 加納浩之 加納浩之

加藤祐介 加藤祐介 矯正歯科 加藤祐介 加藤祐介 矯正歯科は完全予約制

矯正歯科

　内科新患
（総合診療科） 午前 〇 〇 〇 〇 〇 火曜日　総診４診　完全予約制

〇は医師が交代で担当

呼吸器内科 午前 大橋和政 伊藤　竜 大橋和政 伊藤　竜 高田俊範

内分泌代謝内科 午前 予約制 櫻井祐貴 小原伸雅＊ 小原伸雅 櫻井祐貴 小原伸雅 ＊　新患（完全予約制）

血液内科 午前 予約制 関　義信 海發　茜 関　義信 海發　茜

循環器内科 午前 予約制 大学医師 大学医師 笠井督雄 笠井督雄 大学医師 ペースメーカー外来　月曜日13：30～

再診 須田剛士 阿部聡司 八木一芳 森田慎一 星　隆洋

新患 八木一芳 森田慎一 須田剛士 星　隆洋 阿部聡司

腎臓/膠原病 午前 飯野則昭 大学医師 甲田　亮 宮﨑　慧 飯野則昭 火曜日　膠原病大学医師

神経内科 午前 小澤鉄太郎 寺島健史 小澤鉄太郎 谷　卓 木曜日は急患のみ

相澤直孝 甲斐竜太/
川浪孝介＊2 甲斐竜太 相澤直孝 川浪孝介

川浪孝介/
甲斐竜太＊1 大学医師 川浪孝介 甲斐竜太/

川浪孝介＊3 相澤直孝

睡眠時無呼吸外来/
嚥下外来 嚥下外来 学童外来/

嚥下外来

アレルギー性鼻炎外来＊

泌尿器科 午前 原　昇 西山　勉 西山　勉 西山　勉 受付時間　8:30～11:30（火・水・金曜日）
　　　　　　　8:30～11:00（木曜日）

吉野秀昭 吉野秀昭 吉野秀昭 吉野秀昭

安楽晶子 安楽晶子 安楽晶子 安楽晶子

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

神経 内分泌 腎臓 新生児 乳児健診　月・金曜日　　　　　　　　電話予約は平日13:30～15:30

乳児健診 予防接種 予防接種 予防接種 乳児健診 予防接種　火・水・木曜日　　　　　（母子手帳を準備して電話して下さい）

慢性 慢性 慢性 慢性 慢性 神経（大学医師）　毎週、　腎臓（大学医師）　月2回

新生児 慢性 循環器 循環器 循環器 内分泌（大学医師）　毎週

1診 藤原　浩 木村浄土 勝海洸司 藤原　浩 木村浄土

2診 木村浄土 大学医師 藤原　浩 木村浄土 勝海洸司

 受付時間　8:30 ～ 11:30、13:00 ～ 15:00　　　＊午後診療は予約のみ
 診療時間　9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 17:15
 休診日　　土・日曜・祝祭日・年末年始（12 月29 日～ 1 月3 日）

 面会時間　午後14:00 ～ 20:00（時間厳守）

受付時間　8:30～11:30（月・水・金曜日）
　　　　　　　8:30～11:00（火・木曜日）
＊1　第1、3、5 月曜日　川浪孝介　　第2、4 月曜日　甲斐竜太
＊2　第1、3、5 火曜日　甲斐竜太　　第2、4 火曜日　川浪孝介
＊3　第1、3、5 木曜日　甲斐竜太　　第2、4 木曜日　川浪孝介

午後 予約制 ＊　アレルギー性鼻炎外来　第1、3、5月曜日のみ

午前
〇は医師が交代で担当
＊　小児科午後は完全予約制
＊　１ヶ月健診　火・木曜日（産科外来にて実施）

D

眼科 午前
受付時間　8:30～10:30（月・水・金曜日）
　　　　　　　8:30～9:30（木曜日）
新患紹介予約日　月・水・金曜日

小児科

皮膚科 午前

午後 予約制

C

歯科口腔外科

矯正歯科
午前
午後

消化器内科 午前

耳鼻咽喉科

午前

新患受付は月～木　8:30～11:00
再来予約外受付は月～金　8:30～11:00

都合により、担当医が急に変更になる場合もあります。ご了承下さい。
＊１　第1、3、5木曜日　甲田有嘉子　　第2、4木曜日　佐藤ひとみ
＊２　第1、3、5木曜日　佐藤ひとみ　　第2、4金曜日　甲田有嘉子
火・木曜日午後　１か月健診
水曜日午後　母乳外来（完全予約制）産婦人科

 （産科）

午前

午後

湯川尊行 恩田啓伍 坂上　仁
大学医師
/坪谷隆介

B

産婦人科
（婦人科）

午前

精神科

午前
午後

再診

魚沼基幹病院各科外来担当医一覧表

A

乳腺外科 予約制
紹介患者・検診要精密検査・再診の方のみ
○は医師が交代で担当

整形外科 午前

再診

受付時間　8:30～11:00
新患月曜日　第1、5週　生越章　　第2、4週　若杉正嗣　　第3週　佐野博繁
新患火曜日　第1、3、5週　白旗正幸　　第2、4週　生越章
新患水曜日　第1、3週　竹内峻　　第2、4、5週　佐野博繁
新患木曜日　第1、2、3、5週　目良恒　　第4週　平野徹
＊１ 再診月曜日　平野徹　　第3週　休診
＊２ 再診月曜日　目良恒　　第1週　休診
＊３ 再診木曜日　第4週　大学医師
＊４ 再診金曜日　第4週　靭帯骨化症・特殊疾患外来

心臓血管外科

脳神経外科 午前


