
総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科

熊谷　美恵子

　(第１・３・５）

関口　健二

（第２）

山﨑　愛子 金城　恒道

（第２・４）

研修医

循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科 櫻井　俊平 宮尾　陽平 清水　貴裕 中澤　峻 櫻井　俊平 清水　貴裕

紹介患者

不整脈診療科不整脈診療科不整脈診療科不整脈診療科

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科 小林　聡 中村　直樹 山 本 　力 新川　嘉紀 小林　聡 馬場　幸恵 山 本 　力 中村　直樹 馬場　幸恵 新川　嘉紀

呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科 安井　渉 近藤　大地 千秋　智重 由井　沙和 近藤　大地 安部　豪眞 安井　渉 島村　貴史 千秋　智重 由井　沙和

腎 臓 内 科腎 臓 内 科腎 臓 内 科腎 臓 内 科

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

内分泌代謝科内分泌代謝科内分泌代謝科内分泌代謝科 山崎 雅則 森下　開

信大医師

助川　知子（a.m.のみ） 大久保　洋輔 助川　知子

南　聡

南　聡（予約のみ）

金城　恒道 金城　恒道

　　　　ペースメーカー外来

上絛　浩司 長岡　俊陽 南　聡 山﨑　梨紗

宮尾　陽平 中澤　峻

櫻井　俊平 清水　貴裕 中澤　峻 宮尾　陽平

金城　恒道(第１・３p.m.のみ） 金城　恒道

交　代　制

研修医 研修医 研修医 研修医 研修医

土

指導医 小野　咲弥子 坂田　正梧 内科医師 熊谷　美恵子 木内　怜平

小野　咲弥子（第1・３・４・５）

藤井　伸哉

月 火 水 木 金

長野県厚生連長野県厚生連長野県厚生連長野県厚生連    北信総合病院 外来担当医表北信総合病院 外来担当医表北信総合病院 外来担当医表北信総合病院 外来担当医表

2023年3月1日現在 〒383-8505 長野県中野市西１－５－６３

　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　当院当院当院当院ではではではでは初診初診初診初診のののの際際際際にににに紹介状紹介状紹介状紹介状をおをおをおをお持持持持ちでないちでないちでないちでない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、初診料初診料初診料初診料・・・・診察料診察料診察料診察料のほかにのほかにのほかにのほかに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選定療養費選定療養費選定療養費選定療養費として1,650として1,650として1,650として1,650円円円円（（（（税込税込税込税込））））をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。

URL : http://www.hokushin-hosp.jp/

TEL 0269-22-2151(代)

内分泌代謝科内分泌代謝科内分泌代謝科内分泌代謝科 山崎 雅則 森下　開

内科内科内科内科

脳神経内科脳神経内科脳神経内科脳神経内科

緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科 紹介制紹介制紹介制紹介制

心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科 a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約

吉田　哲矢 酒井　健司

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科 a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約

外外外外　　　　　　　　　　　　科科科科 山田　博之 篠 原 　剛

大場　崇旦

(第１・３・５)

森川　大樹

（第２・４)

整 形 外 科整 形 外 科整 形 外 科整 形 外 科 紹介患者紹介患者紹介患者紹介患者

高梨　誠司 西村　匡博 荒井　信博 山田　誠司 荒井　信博 山田　誠司

高梨　誠司 宗像　諒

膝関節外来 膝関節外来 膝関節外来

眼眼眼眼　　   　　   　　   　　   科科科科 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼

膠原病外来（岩井　秀之）

信大医師

山嵜　正志

山田　誠司　 山田　誠司　　高梨　誠司

　交　　代　　制

a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約

手術手術手術手術

手術手術手術手術

宗像　諒 西村　匡博

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約 p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約　　　　村上　博則

　高梨　誠司

荒井　信博 高梨　誠司 宗像　諒 山田　誠司 西村　匡博

藤森　芳郎

交　　代　　制

乳腺甲状腺外来　a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約  小児外科外来

篠 原　 剛

a.m.a.m.a.m.a.m.

手術手術手術手術 手術手術手術手術

吉田　哲矢 酒井　健司

手術手術手術手術

山田　博之 中野　祐太 藤森　芳郎 篠原　剛 篠原　剛 中野　祐太

大道　雅英 大道　雅英 大道　雅英 大道　雅英 大道　雅英

手術手術手術手術（第３のみ休診）

奥村　裕士 奥村　裕士

荒井　裕国（完全紹介予約制）

ものものものもの忘忘忘忘れれれれ外来外来外来外来 a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約

物忘れ外来担当医師

（完全紹介予約制）

山嵜　正志 山嵜　正志 吉野　直 森泉　輝哉 緊 急 対 応 あ り

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

膠原病外来（岩井　秀之）

血液外来（小泉　正幸）第１・３

助川　知子（a.m.のみ） 大久保　洋輔 助川　知子

眼眼眼眼　　   　　   　　   　　   科科科科 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼 新 井 　純 中山　隼

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

小小小小　 　 　 　 児 　科児 　科児 　科児 　科 a.m.a.m.a.m.a.m. 島　庸介 大澤　由寛 蜂谷　明 荒井　萌子 蜂谷　明 島　庸介 蜂谷　明 荒井　萌子 島　庸介 大澤　由寛

結城　智康 信大医師

予防接種 慢性外来 慢性外来 乳児健診 慢性外来

島　庸介  蜂谷　明 島　庸介  蜂谷　明 島　庸介  蜂谷　明 島　庸介  蜂谷　明 大澤　由寛 荒井　萌子

大澤　由寛 荒井　萌子 結城　智康 大澤　由寛 大澤　由寛 荒井　萌子 結城　智康

 結城　智康  結城　智康

慢性外来 慢性外来

荒井　萌子 蜂谷　明 荒井　萌子

結城　智康

a.m.a.m.a.m.a.m.

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科 a.m.a.m.a.m.a.m.

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約 塚原　隆司 塚田　晃裕 塚原　隆司 岡野　美津子

産産産産　　　 　　　 　　　 　　　 科科科科

助産師妊婦検診助産師妊婦検診助産師妊婦検診助産師妊婦検診

婦 　人 　科婦 　人 　科婦 　人 　科婦 　人 　科 倉石　美紗子 交代医 今井　宗 交代医 長田　亮介 交代医 山本　さやか 交代医 野池　雅実 交代医

泌 尿 器 科泌 尿 器 科泌 尿 器 科泌 尿 器 科

杵渕　芳明

（第１・３）

杵渕　芳明 平形　志朗 平形　志朗 平形　志朗 雫田　繕雅 杵渕　芳明

今井　宗 倉石　美紗子

雫田　繕雅手術手術手術手術

交　　代　　制

塚原　隆司 岡野　美津子

手術手術手術手術

塚田　晃裕 塚原　隆司

助産師 助産師 助産師

交　　代　　制

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約

　　［　慢性外来について　］

　神経、アレルギー

　発育発達、便秘

　循環器　など

　※受診に関しては小児科

　　　外来にご相談下さい。

耳鼻咽喉科頭頸部耳鼻咽喉科頭頸部耳鼻咽喉科頭頸部耳鼻咽喉科頭頸部

外科外科外科外科

内藤　武彦(予約のみ） 内藤　武彦 内藤　武彦 岩崎　聡 内藤　武彦 内藤　武彦

手術手術手術手術 内藤　武彦 内藤　武彦 内藤　武彦

荒井　萌子

（第１・３・５）

交　　代　　制

交　　代　　制

岡野　美津子 塚田　晃裕

野池　雅実 長田　亮介　 山本　さやか

交代制２名

荒井　萌子 結城　智康 大澤　由寛 結城　智康

a.m.a.m.a.m.a.m. 交　　代　　制

手術手術手術手術 新 井 　純 手術手術手術手術 検検検検　　　　査査査査 コンタクト（第１・３）

宮下　綾 児玉　真也（第２・４） 宮下　綾 新井　郷子

（第１・３）

雫田　繕雅

（第２・４・５）

形 成 外 科形 成 外 科形 成 外 科形 成 外 科 城下　晃 助川　裕和 城下　晃 助川　裕和 城下　晃 助川　裕和

大関　亮介

鴻池　奈津子

　　（第２・４)

リンパリンパリンパリンパ浮腫外来浮腫外来浮腫外来浮腫外来 予約制予約制予約制予約制

精精精精　 　 　 　 神神神神　 　 　 　 科科科科 予約制予約制予約制予約制 長田　亮太 a.m.a.m.a.m.a.m.髙木　英俊 山本　和希 小田切 佐代子 長田　亮太 a.m.a.m.a.m.a.m.吉澤　智也

放 射 線 科放 射 線 科放 射 線 科放 射 線 科 伊藤　清信 棈松　沙織 伊藤　清信 棈松　沙織 伊藤　清信 棈松　沙織 伊藤　清信 棈松　沙織 伊藤　清信 棈松　沙織

治療(予約)治療(予約)治療(予約)治療(予約)

麻 　酔 　科麻 　酔 　科麻 　酔 　科麻 　酔 　科 a.m.a.m.a.m.a.m.

皮 　膚 　科皮 　膚 　科皮 　膚 　科皮 　膚 　科 a.m.a.m.a.m.a.m.

特殊歯科口腔外科特殊歯科口腔外科特殊歯科口腔外科特殊歯科口腔外科 a.m.a.m.a.m.a.m.予約予約予約予約 柴田　哲伸 鈴木　友香 柴田　哲伸 鈴木　友香 柴田　哲伸 鈴木　友香 柴田　哲伸 鈴木　友香

柴田　哲伸 鈴木　友香

内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡

青色表示・・・医長 ･･･専門外来

杵渕　芳明 平形　志朗 平形　志朗 平形　志朗 雫田　繕雅 杵渕　芳明 雫田　繕雅

◇◇◇◇　　　　診 療 受 付 時 間診 療 受 付 時 間診 療 受 付 時 間診 療 受 付 時 間　　　　◇◇◇◇ ◇◇◇◇　　　　面面面面　　　　会会会会　　　　時時時時　　　　間間間間　　　　◇◇◇◇

交　　代　　制 交　　代　　制 交　　代　　制 交　　代　　制 交　　代　　制

石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司

a.m.a.m.a.m.a.m.大屋　大 山本　和希

手術手術手術手術

    午前     午前     午前     午前 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 午前11午前11午前11午前11：30（：30（：30（：30（月月月月～～～～金金金金））））

平　　日

午後 2：00　～　午後 6：00

    午前     午前     午前     午前 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 午前11午前11午前11午前11：00 （：00 （：00 （：00 （土土土土）　）　）　）　 午後 7：00　～　午後 8：00

交　　代　　制

紫色表示・・・非常勤医師 ★★★★　　　　休診日休診日休診日休診日（（（（日曜日曜日曜日曜・・・・祝日祝日祝日祝日、、、、土曜午後土曜午後土曜午後土曜午後、、、、年末年始年末年始年末年始年末年始、、、、病院祭病院祭病院祭病院祭、、、、第1第1第1第1･3・5･3・5･3・5･3・5土曜日土曜日土曜日土曜日））））

清水　武 交　　代　　制

p.m.p.m.p.m.p.m.予約予約予約予約 柴田　哲伸 鈴木　友香 手術手術手術手術 柴田　哲伸 鈴木　友香

p.m.2:00p.m.2:00p.m.2:00p.m.2:00～4:00～4:00～4:00～4:00 石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司 石原　八州司 (第２・４土曜日前日）

柴田　哲伸 鈴木　友香

栗田　浩（第１のみ）

石原　八州司

馬場　浩介 術前診察のみ 馬場　浩介 術前診察のみ 菱沼　典正（第３のみ休診 )

a.m.a.m.a.m.a.m.（（（（初診初診初診初診））））水上　達治 a.m.a.m.a.m.a.m.（（（（初診初診初診初診））））酒井　克也

完全予約制

診診診診　　　　断断断断 交　　代　　制

高橋　和也 高橋　和也 高橋　和也 高橋　和也 高橋　和也

手術手術手術手術 手術手術手術手術 交　　代　　制

大関　亮介 大関　亮介

城下　晃　(予約制）

交　　代　　制

3333 日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 4444 日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333 4444 1111

5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

   ※　諸事情により、外来担当医師が変更・休診となる場合がございますので、予めご了承ください。

    午前     午前     午前     午前 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 8：00 ～ 午前11午前11午前11午前11：00 （：00 （：00 （：00 （土土土土）　）　）　）　 午後 7：00　～　午後 8：00

◇面会禁止継続　　2020年8月1日より　ご家族を含めた来院者の面会を禁止しております。

★ 母 親 学 級 ・ ・ ・ ・ ・ 水 曜 日 の 午 後

★ 腹 膜 透 析 外 来 ・ ・ ・ ・ ・ 水　　曜　　日　

  ※　手術日および空欄日は外来診療は行っておりません。

耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科（（（（月月月月のみのみのみのみ））））午前8:00午前8:00午前8:00午前8:00～～～～午前11:00午前11:00午前11:00午前11:00

日曜・祝日

午前10：00　～　正午12：00

※ 午後診療（皮膚科のみ）      午後 2：00　～　午後 6：00

午後 2:00 ～ 午後 4:00　(月～木、第２・４金）　　 午後 7：00　～　午後 8：00

5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

30303030


