
    外来診療ご案内　　利根中央病院 ２０２２年度  (７月現在）　　　　電話０２７８-２２-４３２１　ＦＡＸ０２７８-２２-４３９３

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
 岡部  血液 河内 検査 （一般） 永井 手術 佐々木 検査 須藤 手術 西村 （予約）西村 渡會 渡會 髙橋 検査 群大 (産科） 手術 ドック

（糖尿病）荒木  血液 小林 （予約） （予約） （予約） 健診 健診 

 (総合診療) 渡邉 (総合診療・初診）交替 脳血管撮影 八木 （予約）八木 交替

 (総合診療) 鈴木  （専門） 手術 中島 小沢 小沢

 (総合診療・初診) 交替 熊倉 （予防注射） (婦人科)
 (総合診療・初診) 交替 江田 鈴木 (脳ドック)

 （二次健診）交替 （処置） 都築 峯村 峯村 河内

（循環器）山口 細井 （内分泌）
～10：30 大津

 原田  (糖尿病) 葭田 河内 検査 （専門） 手術 永井 大塚 検査 細川 手術 西村 （乳児検診） 渡會 渡會 髙橋 検査 群大 (産科） （術前検査） ドック

 角野  (総合診療・初診) 交替 郡 （予約） 予約制 （予約） （予約） （予約） 健診 健診 

 (循環器) 近藤  (喘息)吉見 脳血管撮影 交替 交替

 (循環器) 交替 （消化器・肝臓）小林剛 （一般） 脊椎外来 星野 星野

 (呼吸器) 鶴巻  (総合診療) 鈴木 熊倉 髙橋 群大 田部井

 (消化器) 深井 （腎臓）大塚 血管内手術 (第1・3・5) （婦人科） （産後健診）

 (総合診療) 宇敷 （予約制） 西出 交替

 (総合診療・初診) 交替 ボトックス外来 八木/江田

 (総合診療・初診) 交替 都築

認知症外来（第1・3）

 心臓  心臓 清水 検査 （専門） 手術 永井 金子 須藤 特殊外来 江田 （予約）江田 髙橋 手術 群大 (産科） (婦人科) ドック

 (循環器）桑原  (喘息）原田 関原 （予約） （予約） 健診 健診 

 (総合診療) 鈴木  (総合診療・初診）交替 （予防注射） 交替 鈴木

 (消化器）山田  (腎臓) 中里見 （専門・緩和） （専門） 細川 木村 木村 小沢 小沢

 (総合診療・初診) 交替  (腎臓）廣村 郡 郡 （神経） （婦人科） (産科）

 (総合診療・初診) 交替 （糖尿病）泉 大塚 西出 （予約） （脳ドック）

（糖尿病）村上  禁煙外来 (一般) 髙橋 （心臓） 交替 河内

 (糖尿病）笠井 鹿野 新井（第2） （第2・4）

（循環器）野尻 手術

 吉見  (初診）谷津 河内 検査 （専門） 手術 細川 手術 西村 （予約）西村 藤平 藤平 髙橋 検査 群大 (産科) (婦人科)
 (呼吸器）古賀  (消化器・肝臓）萩原 関原 （予約） （予約） (予約)
 (循環器）丹下  肝臓 リウマチ外来 （予防注射） 交替 西出
 (総合診療) 中村  (糖尿病) 笠井(第2・4) （専門） 竹内 奥野 奥野 群大 茂木 茂木

 (総合診療) 石渡  (糖尿病）荒木 小林 中島 （予約制） (婦人科)
 (糖尿病）荒木  (糖尿病）常川 （消化器） 糸賀
 (消化器）山田 (専門) 羽鳥（第1・2・4）
 (総合診療・初診) 交替 鹿野 膝外来

 (総合診療・初診) 交替 髙橋 群大

フットケア外来 (一般) （予約制）

細井

 (呼吸器）吉見  大塚 河内 検査 (一般) （専門） 永井 野村 検査 須藤 手術 八木 （予約）八木 渡會 渡會 髙橋 視能訓練士 群大 (産科） 手術
 (呼吸器）原田  （糖尿病）奈良 群大 関原 （予約） (予約検査のみ) （予約）

 (総合診療) 小林喜  （総合診療・初診）交替 交替

 (循環器）近藤  （内科）松原 小林 (予防注射)  小沢

 (循環器）滝沢 中島 土橋 （第1・3・5）

 (総合診療・初診) 交替　 （婦人科）

 (総合診療・初診) 交替　   土橋 （腎臓） 平川

  小林 小山

都築 （第2・4）

  手術

  

(頭痛・めまい) (一般) 永井 交替制 江田 藤平 視能訓練士 前橋日赤 産科・婦人科
群大 群大 (第2・4) (予約検査のみ) （交替） 休診

(第2)
 (総合診療・初診) 交替　 八木 (心の相談外来) 交替

女性のみ

大塚 予約制

（第2） 平井
（不定期）

群大

上記各診療科のほか、リハビリ科、麻酔科、病理科、放射線科の医師が常勤医として勤務しております。必要ある方はご相談ください。

Ｈブロック

健診センター
内科・総合診療科 脳神経外科 外科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 小児科

Aブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Ｅブロック Ｆ・Ｇブロック

精神・神経科 眼科 耳鼻咽喉科 産科・婦人科

  ※予約制です。
　　※一般外来は平日
        午前のみです。※緊急手術は適宜

対応します。

月

※完全予約制です。
 （土曜日を除く）

※緊急の場合は、
 ご連絡下さい。

         ※午後は救急のみ
             対応します。

    ※再診のみで
　　　予約制です。

　　　※一般外来は平日午前
　　　　　のみです。

     ※一般外来は
      午前のみです。

※一般外来は午前、午後行っております。 
※専門外来は予約のみです。
※土曜日は午前のみです。

※午後は救急のみ
対応します。

※専門外来は予約のみです。
※予約制です。

※臨時休診があります
　　ので、ご確認ください。

     ※一般外来は
      午前のみです。

火

巻き爪
矯正

水

ドック
健診 健診

金

ドック
健診

木

土

 原田（第2）、吉見（第4）

 宇津木（第2・4）　

 (初診) 交替　　　　（消化器・肝臓）小林剛（第4）

 (総合診療・予約) 鈴木（第１）、石渡（第2）

                       中村（第3）、宇敷（第4）、比嘉（第1・4）

 (循環器) 小板橋 (第1・3・5)  (不整脈) 熊谷(第2・4)
 (糖尿病) 荒木(第1・4)      (甲状腺) 村上(第3)

 （神経内科）佐藤（第1）、星野（第3）

 (二次健診)交替

ドック
健診

診療受付時間
午前 ８時４０分～１１時３０分

午後 １時３０分～４時００分

入院患者面会時間
午後 １時～５時、６時３０分～８時

午前中の面会は固くお断りします。

※現在感染防止のため面会禁止

となっております。

急 患
★救急外来に来院される場合は必ず事前に電話でご確認下さい。

★小児夜間は二次救急当番日のみ対応します。

★患者様の病状や救急外来の体制により、他院を紹介させていただく場合もあります。

電話予約センター

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後１時

午後２時～午後４時

土曜日 午前９時００分～午後０時３０分

予約に関するお問い合せ先

電話 ２５-３４８９（サーヨヤク）

指定居宅介護支援事業所

自宅で介護サービスを利用のと

き支援・相談を担当します。

申込みのお問合せ

電話 ３０－５１６０

介護老人保健施設とね

入所５０床と通所リハビリ35人、

短時間通所リハビリ15人の介護

保険の施設です。

申込みのお問合せ

電話 ２２－８８５５

とね訪問看護ステーション 電話 23-3706

とねホームヘルパーステーション 電話 25-8018

お問い合せ時間

月曜日～金曜日 午前8：30～午後5：00

土曜日 午前8：30～午後0：30


