
　　　　汐田総合病院診療体制表（2020年11月１日）　詳細は各科におたずねください。　(午後の受付時間が変更となっています。ご注意下さい。）

◆受付時間　午前：８時３０分～１２時　午後：１３時30分～１６時３０分　夜診：１７時～１９時 ◆診療時間　午前：９時～　午後：１４時～　夜診：１７時３０分～
月 火 水 木

午前 午後 夜診 午前 午後 夜診 午前 午後 夜診 午前 午後 夜診 午前 午後 午前 午後

加賀美（総合） 真壁(総合） 若松（総合） 星野（総合） 大湾(総合） 渡部(総合） 真壁(総合） 小山（総合） 海部（総合） 真壁(総合) 窪倉(総合) 服部(総合） 交代制　第１週
窪倉(総合） 岩田（総合） 木村（糖尿病） 14時～15時まで 森(消化) 森(消化） 楠（糖尿病） 長浜(心臓） 佐野（糖尿病） 海部(総合) 禁煙外来 府川(総合） 佐藤敦　第2・4週

内　科  禁煙外来 鈴木（総合） 星野（呼吸） 木村（糖尿病） (1･3･5) 名内(循環) 廣瀬(高血圧) 木村（糖尿病） 高橋雄（総合） (1.3.4.5) 菊池（嘉） 菅野（総合） 瀬尾　第3週

松岡(総合） 青山（総合） 山部（総合） 大湾(総合) 森(総合) 　初診受付11:30まで 加賀美（総合）香西(循環器) 渡邊宏(総合)   (総合消化） （1・3・5のみ） 高島　第３週

山脇 9:15～ 菊池嘉一郎 井上（糖尿病） 　　(2･4) 山田（総合） 山田（総合） 上田（糖尿病） （2・） 岩田（総合） 佐野(総合)(2) 菊池　第４週
(総合循環) (総合～10時 佐藤(敦） 長浜(心臓) 西條（総合） 竹村（血液・総合） 加賀美(総合)(4) 交替制（第5週）
初診受付11:30まで 　　　  消化10時～) （総合・腎臓） 佐々木 若松（総合）（2・4） 北里(糖尿病)(2・3・4)

小山(総合） (慢性疼痛) 佐藤賢(呼吸) 木村（糖尿病）（1）のみ

　内科の下線を引いた医師は予約制です
内視鏡  菊池（嘉） 森[CF]  森[処置] 真壁[CF] 渡部  菊池（嘉） [CF]  真壁② 外科[CF] 森(3)　菊池（嘉）(4)

  内視鏡の各枠は、全て予約制です。 外科[CF]  竹内① 内科　9:00～ 休診(1・2・5)    
 佐々木  佐々木 小和瀬 小和瀬 長田 長田　 ①森・長田 午前診療
 柳澤  柳澤 (1.2.4)  長田 藤井（9：30～） 佐々木 小和瀬 ②森・小林⑤森・交代

＊装具あり  ＊装具あり ③森・長田　

　　完全予約制 完全予約制 　　完全予約制 完全予約制 完全予約制 ④森(12:00)・小林 完全予約制
 外　科 竹山 長谷部 甲田 竹村（完全予約制 1のみ） 竹山 三浦（3週のみ） 長谷部 1・3・5のみ

久保田（乳腺） （15:00～16:30） 交代制

久保田（乳腺）

診療受付時間15時30分まで

小児科 冨澤 冨澤 冨澤 冨澤 橋本 田嶋 冨澤 冨澤 冨澤 冨澤  千葉  千葉

吉田 　 第4週は 冨澤
＊健康診断は月～金の午後予約制です。　　　＊予防接種は基本的に予約ではありません。午前午後行っています。  15：00～ （小児総合・小児内分泌）

脳外科  小澤 樋口 佐々木（2・4） 樋口 遠藤  窪倉 山内（脊椎外来）  山内 小澤（2）
 小澤 完全予約（15：30～16：30） 樋口（3）

脳外科・神経内科は予約制です。緊急の場合はご相談下さい。 　　　　 樋口（１５：３０～）  山内（4）
 南雲 高島 菊池雷太  南雲（11時まで） 廣瀬  南雲 中野渡  鈴木
 廣瀬（9時30分～） (9時30分～) (認知症)  佐野 （10：30より） 高橋晃弘
 佐野  小野  高島 菊池雷太

(月2回）日程はご確認ください。
眼　科  北原 土橋(16:00まで） 土橋 土橋  北原  北原  北原  手術  北原 検査  交代制(2・4)

 検査（予約制）  検査（予約制） （予約制）
眼科は予約優先となります。午前の受付時間は月曜日～土曜日まで11：30終了となります

精神科 木村 岡本 野澤
（予約制） （予約制） （予約制）

皮膚科 高田 石川 高田 石川 田中 石川 今井　診療受付 定本
11：30まで

泌尿器 星野 蓮見 石田

診療受付時間16時00分まで 診療受付時間16時00分まで 診療受付時間16時00分まで

耳鼻科 塩野 塩野  塩野 塩野  和田  和田 塩野 中村 塩野 塩野 塩野
14:00～15：00 大平

婦人科  中塚(予約制）  中塚（予約制）  鮫島 鮫島
  ～１１時    ～１６時   ～１１時   ～１１時

時崎(1・3） 時崎（1・3） 小林 小林 東口 時崎 時崎 小林 小林 時崎 東口 時崎 時崎
歯　科 小林 小林 坂 坂 小林 小林 小林 時崎 時崎 坂 時崎 坂 坂

坂 坂 時崎（2・4） 時崎（2・4） 元川 坂 坂 坂 坂 山家 小林 東口 東口
東口 東口 東口 東口 元川 元川 東口 東口 元川 元川 元川 元川
元川 元川 元川 元川

リハビリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（公財）横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院 〒230-0001　横浜市鶴見区矢向1-6-20　　　　　　　　電話：045-574-1011(代表）
　ホームページアドレス：http://www.ushioda.or.jp/ メールアドレス： ushioda@ushioda.or.jp 健診窓口：045-574-1369
　　　  内科：045-574-1011(代表）　　外科･整形：045-574-1157　　脳神経外科･神経内科：045-574-1011(代表）　 リハ科：045-574-1316
       皮膚科：045-574-1011(代表）　　 眼科：045-574-1327　　 小児科：045-574-1011(代表）　　耳鼻咽喉科：045-574-1249　　 婦人科：045-574-1011（代表）　　 歯科・口腔外科：045-574-1362

各診療科への直接のお電話は診療時間内にお願いします

口腔外科

金 土

佐野（総合）（1・3・5）

外科医師 10:40～　2は11:30～

整形外科

神経内科


