
大垣市民病院　地域連携専用外来診療担当表

月 火 水 木 金

総合内科 ２診 鈴木  賢司 鈴木  賢司 鈴木  賢司 鈴木  賢司 鈴木  賢司

糖尿病・内分泌 西田　泰之 傍島　裕司 柴田　大河 坂野　聖弥 藤谷　淳

腎臓 永田　高信 大橋　徳巳 浅井　千加良 坂口　直大 永田　高信

血液内科 １診 新美　圭子 小杉　浩史 髙木　雄介 小杉　浩史 久納　俊祐

神経内科 １診 堀　紀生 三輪　茂 代務医 代務医 代務医

１診 豊田　秀徳（肝臓） 久永　康宏（胃・腸） 桐山　勢生（膵・胆嚢）   -　 桐山　勢生（膵・胆嚢）

２診 金森　明（膵・胆嚢） 北畠　秀介（胃・腸） 谷川　 誠　（膵・胆嚢） 豊田　秀徳（肝臓） 久永　康宏 （胃・腸）

３診 和田 啓孝（消化器一般） 安田　諭 （肝臓） 金森　明　（膵・胆嚢） 北畠　秀介（胃・腸） 安田　諭 （肝臓）

１診 進藤　丈 加賀城　美智子 安藤　守秀 進藤　丈 安藤　守秀

２診 中島　治典 舩坂　高史 代務医 加賀城　美智子 不定期

３診 堀　翔 藤浦　悠希 中島　治典 舩坂　高史 堀　翔

１診 森島　逸郎 （不整脈）   -　 森田　康弘 森島　逸郎 （不整脈） 神﨑　泰範（不整脈）

２診 森田　康弘 渡邊　直樹 柴田　直紀 渡邊　直樹 荒尾　嘉人

３診 神﨑　泰範（不整脈）

1・3・5w　柴田　直紀
 2・4w   吉岡 直輝

（末梢動脈疾患 【下肢】）

－ 吉岡　直輝
（末梢動脈疾患 【下肢】 ）

－

１診 鹿野　博明
　 （ｱﾚﾙｷﾞ‐・てんかん・神経 ）

藤井　秀比古
行動発達

てんかん・アレルギ－

小島　大英
(夜尿症・免疫不全・遺伝)

藤井　秀比古
行動発達

てんかん・アレルギ－

鹿野　博明
　 （ｱﾚﾙｷﾞ‐・てんかん・神経 ）

２診 小島　大英
(夜尿症・免疫不全・遺伝)

吉川　祥子
(アレルギ－)

稲川　明良
（低身長・内分泌・血友病）

　　　　伊藤　宏司
　　　　（小児一般）

稲川　明良
（低身長・内分泌・血友病）

小児循環器 - 倉石　建治 西原　栄起 太田　宇哉 倉石　建治

新生児 - 竹内　陽平 - 立花　貴史 橋本　佑樹

１診 清板　和昭 金岡　祐次 高山　祐一 高橋　崇真 前田　敦行

３診 -

1・3wのみ

　三岡裕貴（血管外科）
  -　   -　   -　

４診   -　 亀井桂太郎（乳腺外科）
13：30、14：00のみ

  原田 徹（小児外科）
  -　 亀井桂太郎（乳腺外科）

１診 槇　英樹 野田　智之 野田　智之 川端　哲平 今井　資

２診 山本　俊 川端　哲平 今井　資 槇　英樹 上野　匡裕

３診   -　   -　   -　   -　 西田　恭優

心臓血管外科
- 横山　幸房 芦田　真一 - 横手　淳

呼吸器外科 - - 重光　希公生 担当医 -

１診(新患） 川瀬　剛（手の外科） 石田 智裕（外傷） 北田　裕之（脊椎） 藤浪　慎吾（手の外科）
遠藤　伸一郎
（脊椎・関節）

３診 - 藤浪　慎吾（手の外科） - - 北田　裕之 （脊椎）

皮膚科 １診 高木　肇 高木　肇 高木　肇 高木　肇 高木　肇

１診 加藤　成一 不定期 宇野　雅博 宇野　雅博 藤本　祥太

２診 藤本　祥太 谷口　友規 藤本　祥太 加藤　成一 大澤　華織

新患 大塚　直紀 中里　愛里 小林　祐太 代務医 重山　宗久

再診 ― 古井　俊光 古井　俊光 ― ―

妊健（12w以降） 小林　祐太 勅使河原　利哉 重山　宗久 大塚　直紀 市田　啓佑

１診 小澤　憲司 小澤　憲司 - 小澤　憲司 小澤　憲司

３診 恩田　将宏 恩田　将宏 恩田　将宏 - 恩田　将宏

１診 若岡　敬紀 大西　将美 川浦　僚

２診 川浦　僚 堀　倫也 若岡　敬紀

梅村　昌宏

兵頭　瑞樹

１診 -

午後のみ

　　　　森島  容子 不定期 森島　容子 山本　周平

２診 目次　ゆう 山本　周平 - 目次　ゆう -

※精神神経科は休診中です。 令和4年7月11現在

糖尿病・
腎臓内科

消化器内科

呼吸器内科

循環器内科

小児科

第２小児科

外科

脳神経外科

胸部外科

整形外科 ２診 石田  智裕（外傷）
小林　正明

（膝・関節・スポーツ）
  - 川瀬 剛 （手の外科）

小林　正明
（膝・関節・スポーツ）

泌尿器科

産婦人科

眼科

頭頸部・
耳鼻いんこう科

不定期
（ＯＰＥのため）

不定期
（ＯＰＥのため）

形成外科

各診療科の都合により、予約条件に制限があります。ご希望等ございましたら、よろず相談・地域連携課へご相談ください。

歯科口腔外科 新患 橋本　健吾 木村　将士 近藤　祐太朗 不可
（ＯＰＥのため）


