
◎予約外（新患）の患者さんについては、★印の医師が担当しますのでご確認をお願いします。 令和元年7月1日　現在
午前
午後
午前 ★河埜　功 ★岩﨑　康一 ★河埜　功 ★前田　宜包 ★岩﨑　康一

前田　宜包 岩﨑　康一
河埜　功 河埜　功

★小澤　克良 ★大木　善之助 ★小澤　克良 ★井上　修 ★菱山　千祐
大木　善之助 菱山　千祐 大木　善之助 大木　善之助

樋田　和弘 樋田　和弘
大木　善之助 小澤　克良 小澤　克良 大木　善之助 大木　善之助
菱山　千祐 大木　善之助 大木　善之助 菱山　千祐 菱山　千祐
樋田　和弘 樋田　和弘 大越　広貴

内科 大越　広貴 島村　壮
（午後は予約患者のみ） ★瀧島　勲 ★沢登　貴雄 ★猪野　友里 ★鈴木　浩二 ★徳増　芳則

徳増　芳則 猪野　友里 沢登　貴雄
午後 鈴木　浩二 沢登　貴雄 瀧島　勲

山田　亮太
午前 ★秋山　大一郎 ★緒方　亮二 ★緒方　亮二 　
午後 秋山　大一郎 秋山　大一郎

★新藤　英夫 ★新藤　英夫 ★磯部　さやか ★苅部　豊彦
苅部　豊彦
新藤　英夫 磯部　さやか 新藤　英夫 新藤　英夫
苅部　豊彦 苅部　豊彦 苅部　豊彦

★雨宮　史武 ★門倉　信 ★雨宮　史武 ★門倉　信 ★高田　ひとみ
奥脇　徹也 山口　達也 依田　宏貴 雨宮　史武 田中　佳祐
高橋　英 石田　剛士 田中　佳祐 安村　智生

午後 安村　智生 雨宮　史武 奥脇　徹也 門倉　信 依田　宏貴
高田　ひとみ

精神科 　 休診 休診 休診 休診 休診
午前 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治

村田　博朗 羽田　貴礼 中村　由紀 羽田　貴礼 名取　高広
村田　博朗 村田　博朗 村田　博朗

午後 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治 富樫　慎治
青山　香喜 青山　香喜 伯耆原　祥 青山　香喜 伯耆原　祥
古本　雅宏 伯耆原　祥 古本　雅宏 古本　雅宏 小田切　祐一
黒沢　吉永 小田切　祐一 黒沢　吉永 沢登　恵美

★千須和 寿直 ★柴　修吾 ★飯野　弥 ★角田 　元 飯野　弥
千須和　寿直 柴　修吾 ★福島　久貴

◇角田 元
呼吸器外科 午前 宮澤　正久 宮澤　正久

午前 丸山　孝教 丸山　孝教 木村 亜矢子 丸山　孝教
午後 丸山　孝教

大腸肛門外科 午前 ★飯野　弥 飯野　弥
堀内　忠一 前川　慎吾 堀内　忠一 川﨑　晋睦 前川　慎吾
川﨑　晋睦 中村　祐敬 吉川　陵 中村　祐敬 穴山　聡
穴山　聡 藤巻　圭太 ◇中村　祐敬 吉川　陵 藤巻　圭太

◇川﨑　晋睦 ◇前川　慎吾

◇堀内　忠一 ◇前川　慎吾 ◇堀内　忠一 ◇前川　慎吾
◇川﨑　晋睦 ◇藤巻　圭太
◇藤巻　圭太

形成外科 　 午前 西岡　宏 西岡　宏 西岡　宏 西岡　宏
脳神経外科 午前 ◇及川　奏 西山　義久 及川　奏 西山　義久 及川　奏
皮膚科 午前 市川　健 市川　健 市川　健 市川　健 市川　健

★田邉　信明 田邉　信明 犬塚 秀康 田邉　信明 小室　三津夫
小室　三津夫 ★小室　三津夫 ★須田　遼祐 ★(小室・犬塚・須田) ★犬塚　秀康

(週により変動します)

婦人科 午前 平井　光男 平田　希 小川　恵吾 髙木　司 休診
産科５ 午前 小川　恵吾 平井　光男 髙木　司 平井　光男 平田　希
産科６ 午前
産科７ 午前 平田　希 髙木　司 平田　希 小川　恵吾 交代制

午前 間渕　文彦 間渕　文彦 間渕　文彦 間渕　文彦 間渕　文彦
午後 ◇間渕　文彦 ◇飯島　裕幸 ◇間渕　文彦 ◇間渕　文彦

★桑本　寛子 ★黄　淳一 ★松浦　真理 ★山本　卓典 ★黄　淳一
◇松浦　真理 ◇山本　卓典 ◇黄　淳一 ◇松浦　真理 ◇桑本　寛子
塚本　達明 塚本　達明 塚本　達明 渡邊　裕陽 塚本　達明
渡邊　裕陽 渡邊　裕陽 渡邊　裕陽 清水　辰哉 渡邊　裕陽
岡田　大樹
塚本　達明 塚本　達明 塚本　達明 渡邊　裕陽 塚本　達明
渡邊　裕陽 渡邊　裕陽 渡邊　裕陽 本杉　宇太郎 渡邊　裕陽
荒木　拓次 佐藤　貴浩 長田　紀晃 梅田　貴子

小林　久人 長田　紀晃
（隔週ごと）

放射線治療科 治療 午前 ◇松田　正樹 ◇小宮山　貴史 ◇前畠　良康
麻酔科 　 午前 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師

　 午前～午後 ◇藤井　英治
新中　康史 新中　康史 新中　康史 新中　康史 ◇新中　康史
曽根　絵梨 曽根　絵梨 曽根　絵梨 曽根　絵梨 ◇曽根　絵梨

◇小林　薫

　　　　　◇：予約患者のみ

循環器内科
午前

市 立 甲 府 病 院　外 来 診 療 担 当 医 表

診療科（担当部門） 月 火 水 木 金

総合内科
午後

呼吸器内科

午前

午後

 外科

消化器外科 午前

乳腺外科

腎臓・膠原病
内科

糖尿病・内分
泌内科

午前

午後

消化器内科
午前

神経内科

　

小児科
　

午前

泌尿器科
　

午前

 整形外科

午前

予約外の方
(初診も含む)

午前

紹介状が必要
人数制限あり

紹介状が必要
人数制限あり

紹介状が必要
人数制限あり

午後
（予約患者のみ）

紹介状が必要
人数制限あり

紹介状が必要
人数制限あり

産婦人科

眼科
　

耳鼻咽喉科 　

           ご紹介頂いた医師が診察できない場合は、他の医師が診察する場合がありますが、予めご了承願います。

放射線診断科 画像診断

午前

午後

歯科口腔外科 (◇金曜日は予約患者のみ午前診療)

緩和ケア内科 午前～午後
注）完全予約制です。（予約については、事前に電話でお問い合わせ下さい。）

〔注意〕外来受付時間は午前８：３０～１１：００　午後の診療は”予約患者様のみ”となっています。


