
診療科 午前/午後 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考

総合診療科 下村　泰三 藤本　哲広 鈴島　仁 藤本　哲広 藤本　哲広

循環器内科 藤井 裕己 田中 朋子
（熊大）

藤井 裕己 藤井 裕己 藤井 裕己
心臓内科は各担当医となります
◆ 火曜日（田中Ｄｒ）は再診のみとなります

藤山 重俊 束野　奈津己 藤山 重俊 藤山 重俊
(新患のみ）

原岡 克樹

宮瀬 志保 原岡　克樹 束野　奈津己 宮瀬 志保 廣岡　紀代美

廣岡 紀代美 恵美　加奈子

鈴島 仁 鈴島 仁 下村 泰三 渡邊　祐子 下村 泰三

★藤本　哲広
（10時より診察）

藤本　哲広

彌永 和宏 彌永 和宏 彌永 和宏 彌永 和宏 松岡 多香子

松岡 多香子 松岡 多香子 松岡 多香子

腎臓内科 水足　謙介 水足 謙介

中村　正 高岡　宏和 高岡　宏和 高岡　宏和 中村　　正

禁煙外来 ★大津 哲郎
完全予約制
★印の診察場所は循環器内科外来です

循環器内科 藤井 裕己 藤井 裕己 山部 浩茂
（熊大）

◆ 午後は再診のみとなります

血液内科 藤本　哲広 下村　泰三 鈴島 仁 渡邊　祐子

呼吸器内科

代謝・内分泌内科
佐田　公範

（熊大）
１３時30分より診察

腎臓内科 水足 謙介

リウマチ膠原病内科 中村　正 中村　正

漢方外来 村上　和憲

禁煙外来 ★藤井　裕己
（現在休診中）

★松岡 多香子
完全予約制
★印の診察場所は循環器内科外来です

小森 宏之 佐野 收 山中 剛 岡部 和利 山中 剛

山中 剛 岡部 和利 佐野 收 小森 宏之

午 後 担当医 【手術】 ≪検査≫ 【手術】 担当医
◆ 午後の担当医は、緊急時対応が
     出来ない場合もございます

有住 裕一 伊勢 紘平 伊勢 紘平 有住 裕一 有住 裕一

飯干 明 飯干 明 有住 裕一 飯干 明 飯干 明

伊勢 紘平 飯干 明

≪検査≫ 【手術】 【手術】

丸尾　圭志 丸尾　圭志 丸尾　圭志 中山　若菜 丸尾　圭志

中嶋　泰治 中嶋　泰治 中嶋　泰治 中嶋　泰治 中山　若菜

城野　昌義 中山　若菜 中山　若菜 ★城野　昌義 城野　昌義

丸尾　圭志 【手術】 中嶋　泰治 （回診） 【手術】

城野 昌義
（特殊外来）

午前 永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司

午後 永井 隆司 手術・検査 手術・検査

松本　光希
松本 光希

松本 光希
松本 光希

松本 光希

黄　益培
黄 益培

黄　益培
黄 益培

黄　益培
◆ 午後の一般外来は休診となります

午後 【手術】 特殊外来 【手術】 【手術】 【手術】 ◆ 火曜日の特殊外来は予約のみとなります

長谷川　秀水　 長谷川　秀水　 長谷川　秀水　 長谷川　秀水　 長谷川　秀水　

西 潤子 西 潤子 西 潤子 西 潤子 西 潤子

午後 長谷川　秀水　 西東 葉子 長谷川　秀水　 長谷川　秀水　 長谷川　秀水　

麻 酔 科 午前 （ペインクリニック外科） 大津 哲郎 大津 哲郎 大津 哲郎 ◆ 午前のみの診療となります

大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久

田中　拓也
（熊大）

福間　大喜・
尾木　秀直

（熊大）

大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久

田中　拓也
（熊大）

福間　大喜・
尾木　秀直

（熊大）

【手術】 【手術】 　　

      ◆ 予約制となります
　　  ◆金曜日の診療は、第1・3・5週は福間Ｄｒ，
           第2・4週は尾木Ｄｒとなります。

午後

放 射 線 科
午前

歯科
　口腔外科

午前

◆ 水曜日の特殊外来は一般の外来患者様は
　 受付ておりません

産 婦 人 科

眼 科
午前

整 形 外 科

午前
(リウマチ科）

（リハビリテーション科）
◆ ﾘｳﾏﾁ科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科は各担当医となります

午後

皮 膚 科

午前
★城野医師の木曜日は、城野医師宛の紹介状
　　持参及び有料予約の患者さまのみとなります

午後

リウマチ膠原病内科

午 後

◆ 午後は予約及び紹介患者様のみとなります

◆ 水曜日（佐田Ｄｒ）は再診のみとなります

◆ 午後は予約及び紹介患者様のみとなります

外 科
午 前 (消化器外科）（乳腺外科）

（肛門外科）（肝臓外科）
（膵臓外科）（胆のう外科）

（内視鏡外科）

（　　　）内の診療科は各担当医となります

医療法人創起会 くまもと森都総合病院 外来診療担当医一覧
096-364-6000(代）

（平成27年 1月 ５日現在）

内科

午 前

肝臓・消化器内科 胃腸内科・内視鏡内科は各担当医となります

血液内科
腫瘍内科・疼痛緩和内科は各担当医となります
★印の診察場所は循環器内科外来です

呼吸器内科 感染症内科は各担当医となります

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）


