
市立秋田総合病院　外来各科担当医一覧表
診療科 月 火 水 木 金

1 柴原　徹 （阿部　芳久） 藤原　敏弥 阿部　芳久 柴原　　徹　
2 藤原　理佐子 藤原　敏弥 柴原　徹 藤原　敏弥 藤原　理佐子
3 長谷川　仁志 加藤　僚佑 若林　飛友 柴原　徹 長谷川　仁志
4 藤原　美貴子 藤原　美貴子 藤原　美貴子 藤原　理佐子 藤原　美貴子
1 千葉　満郎 津田　聡子 泉谷　有希 千葉　満郎
2 中根　邦夫 中根　邦夫 中根　邦夫
3 菅原　佳恵 辻　　剛俊 辻　　剛俊 松澤　尚徳
4 小松　眞史 小松　眞史 小松　眞史 津田　聡子
5

内視鏡（胃） 辻/松澤/泉谷 中根/菅原/泉谷/松澤 津田/泉谷/菅原 中根/菅原/津田/辻 辻/松澤/泉谷

内視鏡（大腸） 辻／松澤/泉谷 菅原/泉谷/中根/津田 津田/菅原/泉谷
菅原/松澤/富田(第4)

片岡(第4以外)
辻/松澤/中根/泉谷

1 若林　茜 三浦 岳史 細葉　美穂子 若林　茜 三浦 岳史
2 赤沼　英 若林　茜 赤沼　英 細葉　美穂子 若林　茜

新患 奥田　佑道 工藤　健太郎 伊藤　伸朗 伊藤　武史 長谷川　幸保
再来 伊藤武史/長谷川幸保 伊藤　伸朗 伊藤　武史 本間　光信　 伊藤　伸朗
再来 本間　光信 伊藤　武史 佐野　正明 本間　光信

呼吸リハ 塩谷　隆信(午後)
ＳＡＳ （伊藤　伸朗） （伊藤　伸朗）

1 吉岡　智子 吉岡　智子 吉岡　智子 吉岡　智子 吉岡　智子
2 伊藤　史子 伊藤　史子
3 政井　理恵 小林　敬宏(隔週)/黒木　航(隔週) 政井　理恵 市川　喜一 政井　理恵

新患
(物忘れ外来)

小松　宗央(午前)
内藤 信吾(午後)

内藤　信吾 川北　雄太 小松　宗央 佐々木　直人

内藤　信吾 水俣　健一 水俣　健一 内藤　信吾 川北　雄太
川北　雄太 小松　宗央 内藤　信吾 川北　雄太 小松　宗央

佐々木　直人 佐々木　直人 小松　宗央 佐々木　直人

午前（予約・一般)
米山　法子
池田　史圭

河村　正成
高橋　まや
池田　史圭

武田　修
大野　健太

島田　俊亮
池田　史圭

午前(予約) 高橋　まや
武田　修

米山　法子
武田　修

島田　俊亮
米山　法子

高橋　まや
河村　正成

午前(一般) 石川　小枝

午前(特殊) 相談(石川)
相談(石川)
小児神経（第2･4、小
泉）

相談(石川) 相談(石川)

午後（予約・一般） 池田　史圭 池田　史圭 池田　史圭

午後(予約) 高橋　まや
高橋　まや
島田　俊亮

米山　法子 新保　知規

午後(一般) 当番医
当番医

石川　小枝
当番医

当番医
石川　小枝

当番医

午後(特殊)

内分泌・代謝（武
田）
アレルギー(河村)
相談(石川)

乳児健診（米山・河
村）
予約・ぴよぴよ(米山)

内分泌・代謝(武田)
LGBT(高橋)
小児心臓(第3､山田)

予防接種（石川）
ぴよぴよ(米山)
遺伝(高橋)
腎臓(第4、田村)

アレルギー(河村)
心臓（島田）
相談(石川)

1 菊地　　功 茂木　はるか 若林　俊樹 新保　知規
2 木村　友昌 佐藤　　勤 栗原　由騎 佐藤　　勤 山田　修平
3 伊藤　誠司 菊地　功 松田　賴樹

大腸がん肝転移外来 午後(新患) 若林俊樹(予約のみ)

乳腺･内分泌外科 1 片寄  喜久 片寄  喜久 片寄  喜久
新患　１ 木村　善明 若林　育子 本郷道生(予約のみ) 柏倉　　剛 藤井　昌
再来　２ 若林　育子 柏倉　　剛 野坂光司(予約のみ) 木村　善明 若林　育子
再来　３ 野坂光司(最終月曜のみ) 藤井　昌 藤井　昌 柏倉 剛(予約のみ)

(受付は10時まで) 再来　６ 久田　朱里
皮 膚 科 1 堀江　咲織 堀江　咲織 堀江　咲織 堀江　咲織 堀江　咲織
形成外科 毎週火曜日 手塚　崇文

1 石田　俊哉 前野　淳 石田　俊哉 里吉　清文 石田　俊哉
2 前野　　淳 三浦　喜子 高橋　誠 高橋　誠 三浦　喜子
3 里吉　清文 佐藤　知奈美 里吉　清文 冨樫　寿文 今西　彩
4
1 高橋　　道 高橋　　道 高橋　　道 高橋　　道 福田　　淳
2 小野　有紀 福田　　淳 軽部　裕子 下田　勇輝 軽部　裕子

産科 下田　勇輝 福田　淳 小野　有紀
1 阿部　早苗 阿部　早苗 太田　悠介 阿部　早苗 阿部　早苗

午後 阿部　早苗/岩瀬　剛

1 工藤　和夫 工藤　和夫 工藤　和夫 遠藤　天太郎 工藤 和夫(10時30分まで)

2 高橋　雅史 高橋　雅史 高橋　雅史 高橋　雅史 高橋雅史(予約のみ)

放射線科 平野　義則 平野　義則 平野　義則 平野　義則 平野　義則
ペインクリニック外来 火･金 佐藤　ワカナ 長崎　剛

リハビリ 若林　育子
1 大川　聡 大川　　聡 大川　　聡 あきた病院医師（午後） 大川　　聡
2 金澤　瀬莉香 （深谷　浩史） 深谷　浩史 （金澤　瀬莉香）

脳神経外科 柴田　憲一 柴田　憲一 柴田　憲一 田村　晋也（午後） 柴田　憲一
心臓血管外科 火・水・金 白戸　圭介(午後) 千田　佳史(午前・新患) 千田・白戸(午後)
歯科・口腔外科 中田　　憲　 (手　術　日) 中田　　憲 中田　　憲 中田　　憲
ｳｨﾙｽ性肝炎外来 水曜午後のみ 小松　眞史

禁煙外来
※現在休止中

月・水午後のみ （中山　豊） （工藤　和夫）

緩和ケア外来 毎週月・木 越村　裕美 越村　裕美
スポーツ整形外来 毎週木曜日 藤井　昌
女性泌尿器科外来 毎週月・金 三浦 喜子 三浦　喜子

不整脈外来 毎週木曜日 阿部　芳久
＊医師の異動や手術等により内容に変更が生じることがあります。

令和４年8月29日現在

循環器内科

消化器内科
※新患で医師指
定の場合連携室
にご連絡くださ

い。

糖尿病･内分泌内科

呼吸器内科

脳神経内科

耳鼻咽喉科

産婦人科

泌尿器科

小 児 科

再来

精神科

眼    科

血液･腎臓内科

整形外科

外科/消化器外科


