
…完全予約制

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
平沼 泰典/ 井上 寿久/ 中村 精岳/ 伊藤 良浩 宮崎 彰/ 井上 寿久/ 原田 順哉/
清水 太郎 伊藤 良浩 田永 幸正 小澤 大介 矢野 恵里子 芝 大樹
伊藤 良浩 清水 太郎 平沼 泰典 宮崎  彰 (ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ) 井上 寿久
田永 幸正 宮崎  彰 原田 順哉 中村 精岳 小澤 大介

角谷 吾郎 矢野 恵里子
(第1･3･5) 芝 大樹
大北 翔吾

(第2･4)

林田 直樹 松尾 浩三 松尾 浩三 阿部 真一郎 村山 博和 浅野 宗一
(初診完全紹介制) 林田 直樹 (足病外来)

(静脈疾患専門外来) (第2･4)
神経内科 橋本 憲一郎 本間 甲一 赤荻 悠一 藤沼 好克 藤沼 好克

本間 甲一

脳神経新患外来 藤沼 好克 武石 英晃 中野 茂樹 大澤 健太 樋口 佳則
小野 純一 町田 利生

(第4)
和泉 允基 岡原 陽二 岡原 陽二 岡原 陽二 岡原 陽二

峯 清一郎
岩佐 博人 岩佐 博人

青柳 京子 青柳 京子/ 青柳 京子 青柳 京子 青柳 京子/
永野 修 樋口 佳則

平井 愛山 平井 愛山 平井 愛山 平井 愛山 平井 愛山 平井 愛山 菊野 薫 井上 明
菊野 薫 (循環連携) (循環連携) 今村 茂樹 今村 茂樹 藍 寿司 加賀谷 浩基 加賀谷 浩基
藍 寿司 今村 茂樹 井上 明 井上 明 加賀谷 浩基 加賀谷 浩基

総合診療科 菊野 薫 加賀谷 浩基 加賀谷 浩基
禁煙外来 岡嶋 良知

林 永規 岡本 佳昭 鈴木 亮二 佐々木 健秀 佐々木 健秀 鈴木 亮二
林 永規

岡嶋 良知 川副 泰隆 川副 泰隆 葉 ゆり 立野 滋 武智 史恵 武智 史恵 川副 泰隆 川副 泰隆
(第1･2･5) (小児ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ)

濱田 洋通 (第2･3･4･5)

(第3･4)
森島 宏子 森島 宏子 森島 宏子 森島 宏子

丹羽 公一郎 丹羽 公一郎
小川 和人 藤原 稔 小笠原 明

(第1･3)
形成外科 宮野 千草
眼科 戸辺 文 林 裕子 東 栄子 新沢 知広

丹野 美穂 丹野 美穂 丹野 美穂 丹野 美穂 丹野 美穂 丹野 美穂
(補聴器)(第1･3) 川瀨 勝隆

秋元 隆太 宮地 秀明 佐藤 智隆
(第4)

笠間 洋樹 笠間 洋樹 笠間 洋樹/ 笠間 洋樹 笠間 洋樹/ 笠間 洋樹 笠間 洋樹
中嶋 大 齋藤 智昭 吉村 周作

(1) 予約外の受付時間は｢月曜から金曜｣の午前8時30分から午前11時までです。午後は予約患者様のみです。ただし、緊急の場合はいつでも診察を行います。
(2) 循環器科のペースメーカー外来の受付時間は午後1時から3時までです。
(3) 静脈疾患専門外来の受付時間は、午後1時30分から3時30分までです。
(4) 禁煙外来は、完全予約制で、午後2時から3時までです。
(5) 眼科外来の予約外の受付時間は、月･水･金曜日の午後1時30分から午後3時までです。木曜日は完全予約制です。
(6) 心臓血管外科の月曜日・金曜日は休診となります。緊急の場合を除き、翌診療日の診療となります。
(7) ｢/｣は、交代で医師が担当します。
(8) 医師及び診察室は、都合により変更になる場合があります。
(9) 神経内科特殊機能外来は、｢月曜日：物忘れ外来｣となります。

           週 間 外 来 予 定 表
令和4年5月1日現在

診療科
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

千葉県循環器病センター
金曜日

循環器科

心臓血管外科

地域連携
 栄養指導外来

田永 幸正

http://www.pref.chiba.lg.jp/junkan

電話  0436-88-3111
FAX  0436-88-3032

神経内科
 特殊機能外来

脳神経外科

歯科

耳鼻咽喉科

成人先天性
 心疾患診療部

整形外科

外科

皮膚ケア
栄養サポート外来

皮膚科

岡本 佳昭

小児科

てんかん外来

ガンマ
 ナイフ治療部

内科


