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脳神経内科は脳や脊髄、末梢神経や筋肉の病気をみる内科です。

これらの病気の症状としては、頭痛、めまい、体のしびれ、力が弱くなった、歩きにくい、

ふらつく、手足がつっぱる、ひきつけ、むせる、しゃべりにくい、ものが二重にみえる、手

足がふるえる、ものわすれ、意識障害など、たくさんあります。このような症状が出た場合

にはまず、全身をみることが出来る神経内科で、体のどこの病気であるかを見極めることが

大切です。脳神経内科でどのような病気か診断し、他科での治療や検査が必要な場合、たと

えば骨や関節の病気が原因なら整形外科に、手術などが必要なときは脳神経外科に、精神的

なものは精神科などへご紹介します。

診療することが多い病気としては、脳梗塞、認知症、パーキンソン病、片頭痛、てんかん

などがありますが、高齢人口の増加に伴い、認知症や脳梗塞、パーキンソン病患者さんは

年々増加しています。その他にも脳や脊髄、神経、筋肉の炎症や免疫の異常に基づく疾患や、

糖尿病や甲状腺の病気、がんなどの合併症として脳神経の症状をきたすこともありますし、

神経系の難病や筋ジストロフィーなども診療しています。

脳神経内科はどのような科なのかわかりにくい、といわれることがあります。特に間違え

られやすいのが精神科、心療内科などです。精神科は、おもに気分の変化（うつ病や躁病）、

精神的な問題を扱う科です。また心療内科は精神的な問題がもとで体に異常をきたすような

病気を扱う科です。脳神経内科はこれらの科とは異なり、脳や脊髄、神経、筋肉に病気があ

り、体が不自由になる病気を扱います。

ホームページ

脳神経内科 医師 小池 亮子

※ 外来診療は予約制となりますので予約センター（裏面参照）へお問い合わせください。

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

糖尿病の治療
大澤　妙子
第1、第3、第5

木

山本　智章 山本　智章
菊池　達哉 渡部　和敏

スポーツ傷害治療 受付14:30～ スポーツ傷害治療
（膝・足） 第3水 （全般）

大森　豪 スポーツ傷害治療 第1、3、5
スポーツ傷害治療 （肩）

（全般）

富山　泰行 スポーツ傷害治療
骨粗鬆症の診療 スポーツ傷害治療 （全般）

（全般）

渡邊　慶
第4火

予約制 予約制

今井　信行 今井　信行

午後 今井　信行 今井　信行 佐藤　尚子 今井　信行 今井　信行

歯科
歯科口
腔外科

午前

予
約
制

今井　信行 今井　信行 佐藤　尚子

山本　智章 山本　智章

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

午前
予
約
制

眞田　菜緒 小股　整 眞田　菜緒 﨑村　陽子 﨑村　陽子

富山　泰行

午後
15:30
～

17:30

菊池　達哉
望月　友晴

慢性腰痛・せぼねの変
形の治療髙橋　榮明

山本　智章
（13:30～15:00）

第2、4

整形
外科

午前
8:45
～

11:30

大森　豪 伊藤　惣一郎 菊池　達哉

受付8:30～ 富山　泰行 菊池　達哉 受付8:30～

脳神経
内科

午前
予
約
制

小池　亮子 大津　裕
もの忘れ診療
今村　徹

（再来のみ）

塙　晴雄

塙　晴雄

午後
13:45
～

15:45

（急患のみ）

竹森　繁

（要相談）

（急患のみ）

佐藤　良一

（要相談）

（急患のみ）

竹森　繁

（要相談）

佐藤　良一

（急患のみ）

竹森　繁

（要相談）

もの忘れ診療
今村　徹

（新患のみ）

受付

内科

午前
8:45
～

11:30

牛木　隆志

秋山　琢洋
佐藤　良一 竹森　繁

専門分野

パーキンソン病、神経難病、脳神経内科一般

外来では、詳しい神経系の診察に加え、血液検査やCT,MRI検査、脳波、

神経伝導速度検査などを行い、症状の元になっている病気の場所や性質を

確認します。また、症状の始まりの様子やその後の経過、以前にかかった

病気、生活習慣や環境なども詳しく教えていただき総合的に診断します。

急性期の脳梗塞や脳炎など、高度な医療体制で治療を行う必要がある場

合には、規模の大きな病院での治療が必要となります。当院は外来診療と

リハビリテーションが主になりますので、疾患の診断後、適切な投薬やリ

ハビリテーションを行い、症状の改善に努めてまいります。

ご相談
下さい


H16体制

		

				平成１６年度　愛広会・新潟リハビリテーション病院　医師　勤務状況 ヘイセイネンドアイコウカイニイガタビョウインイシキンムジョウキョウ

				新潟リハビリテーション病院　常勤医師　（６月　～） ニイガタビョウインジョウキンイシガツ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直 ニッチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		顧問 コモン		整形外科 セイケイゲカ				１回 (-1) カイ												整形補助 セイケイホジョ

				朱　敏秀 シュトシヒデ		院長 インチョウ		内科 ナイカ		○		２回 カイ				１回 カイ

				崎村　陽子 サキムラヨウコ		リハ部長 ブチョウ		リハビリ科 カ		○		４回 カイ

				山本　智章 ヤマモトチショウ		診療部長 シンリョウブチョウ		整形外科 セイケイゲカ		○		３回 カイ		３回 カイ				１回 カイ						整形 セイケイ

				曽我　津也子 ソガツヤコ				内科 ナイカ		○		２回（+1） カイ				１回 カイ								胃瘻造設 イセムシヅクリセツ

				今井　信行 イマイノブユキ		歯科医長 シカイチョウ		歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				５回×２ カイ														８５０万円/月 マンエンツキ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ

				新潟リハビリテーション病院　非常勤医師 ニイガタビョウインヒジョウキンイシ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直・当直 ニッチョクトウチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				高橋　榮明 タカハシエイメイ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		整形外科 セイケイゲカ						１回 カイ

				林　千治 ハヤシセンジ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				１回＋検査 カイケンサ				学生判定 ガクセイハンテイ

				今村　徹 イマムラトオル		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		神経内科 シンケイナイカ				２回 カイ

				山本　通子 ヤマモトミチコ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				月２回ｐｍ ツキカイ

				大橋　靖 オオハシヤスシ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				0.5回 カイ

				工藤　由理 クドウユリ		小千谷さくら病院 オヂヤビョウイン		リハビリ科 カ				１回 カイ

				菊池　達哉 キクチタツヤ		新潟大学 ニイガタダイガク		整形外科 セイケイゲカ				１回 カイ

				渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺医院 ワタナベイイン		内科 ナイカ								５回・学生 カイガクセイ		１回 カイ

				有田　忠司 アリタチュウジ		有田病院 アリタビョウイン		精神科 セイシンカ		１回 カイ

				下村　尚子 シモムラナオコ		新潟大学 ニイガタダイガク		皮膚科 ヒフカ		４回 カイ

				斉藤　明 サイトウアキラ		元・新発田病院 モトシバタビョウイン		放射線科 ホウシャセンカ														２回・学生 カイガクセイ

				秋田　眞一 アキタシンイチ		秋田医院 アキタイイン		放射線科 ホウシャセンカ														学生対応 ガクセイタイオウ

				佐藤　祐一 サトウユウイチ		新発田病院 シバタビョウイン		内科 ナイカ																胃瘻補助 イセムシホジョ

				武田　和夫 タケダカズオ		武田医院 タケダイイン		整形外科 セイケイゲカ																整形補助 セイケイホジョ

				医動物教室系統 イドウブツキョウシツケイトウ		新潟大学 ニイガタダイガク												２回 カイ		１回 カイ

				病理学教室 ビョウリガクキョウシツ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				第一内科 ダイイチナイカ		新潟大学 ニイガタダイガク												１回 カイ		１回 カイ

				第二外科 ダイ2ゲカ		新潟大学 ニイガタダイガク												２回 カイ		４回 カイ

				土岐　文彰 トキブンアキラ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				伊藤　知之 イトウトモユキ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ						５１０万円/月 マンエンツキ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ

				愛広会　介護老人保健施設・診療所 アイコウカイカイゴロウジンホケンシセツシンリョウジョ												関連法人・愛宕福祉会 カンレンホウジンアタゴフクシカイ

				尾山愛広苑 オヤマアイコウエン		池田　久仁栄 イケダキュウジンエイ		８１歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン						愛宕の園 アタゴソノ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		３８歳　内科 サイナイカ		非常勤 ヒジョウキン		週２回am シュウカイ

				尾山愛広苑 オヤマアイコウエン		桜川　道子 サクラガワミチコ		６７歳　小児科 サイショウニカ		非常勤 ヒジョウキン						松潟の園 マツカタカタソノ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		３８歳　内科 サイナイカ		非常勤 ヒジョウキン		〃		４５万円/月 マンエンツキ

				関川愛広苑 セキカワアイコウエン		小熊　勇司 オグマユウジ		７１歳　脳外科 サイノウゲカ		常勤 ジョウキン

				中条愛広苑 ナカジョウアイコウエン		伊澤　彦次郎 イザワヒコジロウ		８３歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		早坂　健一 ハヤサカケンイチ		６２歳　皮膚科 サイヒフカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		谷浦　武吉 タニウラタケキチ		８０歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		冨﨑　安夫 トミサキヤスオ		５３歳　内科 サイナイカ		常勤 ジョウキン

				新井愛広苑 アライアイコウエン		貝沼  知男 カイヌマトモオ		７３歳　内科 サイナイカ		常勤 ジョウキン

				聖籠ｸﾘﾆｯｸ セイロウ		森内　正名 モリウチマサナ		７１歳　小児科 サイショウニカ		常勤 ジョウキン		９３０万円/月 マンエンツキ
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H15体制

		

				平成１５年度　愛広会・新潟リハビリテーション病院　医師　勤務状況 ヘイセイネンドアイコウカイニイガタビョウインイシキンムジョウキョウ

				新潟リハビリテーション病院　常勤医師 ニイガタビョウインジョウキンイシ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直 ニッチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		院長 インチョウ		整形外科 セイケイゲカ		○		２回 カイ				学生判定 ガクセイハンテイ								整形 セイケイ

				朱　敏秀 シュトシヒデ		副院長 フクインチョウ		内科 ナイカ		○		２回 カイ				１回 カイ

				崎村　陽子 サキムラヨウコ		リハ部長 ブチョウ		リハビリ科 カ		○		４回 カイ

				山本　智章 ヤマモトチショウ		診療部長 シンリョウブチョウ		整形外科 セイケイゲカ		○		３回 カイ		３回 カイ				１回 カイ						整形 セイケイ

				曽我　津也子 ソガツヤコ				内科 ナイカ		○		１回 カイ				１回 カイ								胃瘻造設 イセムシヅクリセツ

				今井　信行 イマイノブユキ		歯科医長 シカイチョウ		歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				５回×２ カイ														８５０万円/月 マンエンツキ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ

				新潟リハビリテーション病院　非常勤医師 ニイガタビョウインヒジョウキンイシ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直・当直 ニッチョクトウチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				高橋　榮明 タカハシエイメイ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		整形外科 セイケイゲカ						１回 カイ

				林　千治 ハヤシセンジ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				１回＋検査 カイケンサ

				今村　徹 イマムラトオル		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		神経内科 シンケイナイカ				２回 カイ

				山本　通子 ヤマモトミチコ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				１回 カイ

				大橋　靖 オオハシヤスシ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				0.5回 カイ

				工藤　由理 クドウユリ		小千谷さくら病院 オヂヤビョウイン		リハビリ科 カ				１回 カイ

				菊池　達哉 キクチタツヤ		新潟大学 ニイガタダイガク		整形外科 セイケイゲカ				０回 カイ

				渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺医院 ワタナベイイン		内科 ナイカ								５回・学生 カイガクセイ		１回 カイ

				有田　忠司 アリタチュウジ		有田病院 アリタビョウイン		精神科 セイシンカ		１回 カイ

				下村　尚子 シモムラナオコ		新潟大学 ニイガタダイガク		皮膚科 ヒフカ		４回 カイ

				斉藤　明 サイトウアキラ		元・新発田病院 モトシバタビョウイン		放射線科 ホウシャセンカ														２回 カイ

				秋田　眞一 アキタシンイチ		秋田医院 アキタイイン		放射線科 ホウシャセンカ														学生対応 ガクセイタイオウ

				佐藤　祐一 サトウユウイチ		新発田病院 シバタビョウイン		内科 ナイカ																胃瘻補助 イセムシホジョ

				武田　和夫 タケダカズオ		武田医院 タケダイイン		整形外科 セイケイゲカ																整形補助 セイケイホジョ

				医動物教室 イドウブツキョウシツ		新潟大学 ニイガタダイガク												２回 カイ		１回 カイ

				病理学教室 ビョウリガクキョウシツ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				第一内科 ダイイチナイカ		新潟大学 ニイガタダイガク												１回 カイ		１回 カイ

				第二外科 ダイ2ゲカ		新潟大学 ニイガタダイガク														２回 カイ

				土岐　文彰 トキブンアキラ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				伊藤　知之 イトウトモユキ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ						５１０万円/月 マンエンツキ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ

				愛広会　介護老人保健施設・診療所 アイコウカイカイゴロウジンホケンシセツシンリョウジョ												関連法人・愛宕福祉会 カンレンホウジンアタゴフクシカイ

				尾山愛広苑 オヤマアイコウエン		池田　久仁栄 イケダキュウジンエイ		８１歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン						愛宕の園 アタゴソノ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		３８歳　内科 サイナイカ		非常勤 ヒジョウキン		週２回am シュウカイ

				尾山愛広苑 オヤマアイコウエン		桜川　道子 サクラガワミチコ		６７歳　小児科 サイショウニカ		非常勤 ヒジョウキン						松潟の園 マツカタカタソノ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		３８歳　内科 サイナイカ		非常勤 ヒジョウキン		〃		４５万円/月 マンエンツキ

				関川愛広苑 セキカワアイコウエン		小熊　勇司 オグマユウジ		７１歳　脳外科 サイノウゲカ		常勤 ジョウキン

				中条愛広苑 ナカジョウアイコウエン		伊澤　彦次郎 イザワヒコジロウ		８３歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		早坂　健一 ハヤサカケンイチ		６２歳　皮膚科 サイヒフカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		谷浦　武吉 タニウラタケキチ		８０歳　産婦人科 サイサンフジンカ		常勤 ジョウキン

				相川愛広苑 アイカワアイコウエン		冨﨑　安夫 トミサキヤスオ		５３歳　内科 サイナイカ		常勤 ジョウキン

				新井愛広苑 アライアイコウエン		貝沼  知男 カイヌマトモオ		７３歳　内科 サイナイカ		常勤 ジョウキン

				聖籠ｸﾘﾆｯｸ セイロウ		森内　正名 モリウチマサナ		７１歳　小児科 サイショウニカ		常勤 ジョウキン		９３０万円/月 マンエンツキ





Sheet1

		

				平成１５年度　新潟リハビリテーション病院　医師　勤務状況 ヘイセイネンドニイガタビョウインイシキンムジョウキョウ

				常勤医師 ジョウキンイシ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直 ニッチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		院長 インチョウ		整形外科 セイケイゲカ		○		２回 カイ				学生判定 ガクセイハンテイ								整形 セイケイ

				朱　敏秀 シュトシヒデ		副院長 フクインチョウ		内科 ナイカ		○		２回 カイ				１回 カイ

				崎村陽子 サキムラヨウコ		リハ部長 ブチョウ		リハビリ科 カ		○		４回 カイ

				山本智章 ヤマモトチショウ		診療部長 シンリョウブチョウ		整形外科 セイケイゲカ		○		３回 カイ		３回 カイ				１回 カイ						整形 セイケイ

				曽我津也子 ソガツヤコ				内科 ナイカ		○		１回 カイ				１回 カイ								胃瘻造設 イセムシヅクリセツ

				今井信行 イマイノブユキ		歯科医長 シカイチョウ		歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				５回×２ カイ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ

				非常勤医師 ヒジョウキンイシ

						主務 シュム		専門診療科 センモンシンリョウカ		入院 ニュウイン		外来 ガイライ		特殊外来 トクシュガイライ		健康診断 ケンコウシンダン		当直 トウチョク		日直・当直 ニッチョクトウチョク		読影 ドクエイ		手術 シュジュツ

				高橋榮明 タカハシエイメイ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		整形外科 セイケイゲカ						１回 カイ

				林　千治 ハヤシセンジ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				１回＋検査 カイケンサ

				今村　徹 イマムラトオル		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		神経内科 シンケイナイカ				２回 カイ

				山本通子 ヤマモトミチコ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		内科 ナイカ				１回 カイ

				大橋　靖 オオハシヤスシ		新潟医療福祉大学 ニイガタイリョウフクシダイガク		歯科 シカ				0.5回 カイ

				工藤由理 クドウユリ		小千谷さくら病院 オヂヤビョウイン		リハビリ科 カ				１回 カイ

				菊池達哉 キクチタツヤ		新潟大学 ニイガタダイガク		整形外科 セイケイゲカ				０回 カイ

				渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺医院 ワタナベイイン		内科 ナイカ								５回・学生 カイガクセイ		１回 カイ

				有田忠司 アリタチュウジ		有田病院 アリタビョウイン		精神科 セイシンカ		１回 カイ

				下村尚子 シモムラナオコ		新潟大学 ニイガタダイガク		皮膚科 ヒフカ		４回 カイ

				斉藤　明 サイトウアキラ		元・新発田病院 モトシバタビョウイン		放射線科 ホウシャセンカ														２回 カイ

				秋田眞一 アキタシンイチ		秋田医院 アキタイイン		放射線科 ホウシャセンカ														学生対応 ガクセイタイオウ

				佐藤祐一 サトウユウイチ		新発田病院 シバタビョウイン		内科 ナイカ																胃瘻補助 イセムシホジョ

				武田和夫 タケダカズオ		武田医院 タケダイイン		整形外科 セイケイゲカ																整形補助 セイケイホジョ

				医動物教室 イドウブツキョウシツ		新潟大学 ニイガタダイガク												２回 カイ		１回 カイ

				病理学教室 ビョウリガクキョウシツ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				第一内科 ダイイチナイカ		新潟大学 ニイガタダイガク												１回 カイ		１回 カイ

				第二外科 ダイ2ゲカ		新潟大学 ニイガタダイガク														２回 カイ

				第一病理 ダイ1ビョウリ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

				伊藤知之 イトウトモユキ		新潟大学 ニイガタダイガク														１回 カイ

												＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ		＠　週 シュウ
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H16案

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１６年４月１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		朱　敏秀 シュトシヒデ		曽我津也子 ソガツナリコ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子(新患のみ） サキムラヨウコシンカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチイケタツヤ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ

						健康診断 ケンコウシンダン				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						職員・５０１・一般 ショクインイッパン				　　受付時間 9:00～10:30
     　　検診時間 9:00～12:00 ウケツケジカンケンシンジカン						朱　敏秀 シュトシヒデ				曽我津也子 ソガツナリコ

						学生 ガクセイ				　　受付時間 13:30～15:00
     　　検診時間 13:30～16:30 ウケツケジカンケンシンジカン		渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺　博 ワタナベヒロシ		渡辺　博 ワタナベヒロシ





H16.4.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１６年４月１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		朱　敏秀 シュトシヒデ		曽我津也子 ソガツナリコ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチイケタツヤ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H16.5.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１６年５月１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		曽我津也子 ソガツヤコ		朱　敏秀 シュトシヒデ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチイケタツヤ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H18.１.4 

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１８年　１月　４日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　　田中　孔明 ダイイチナイカタナカコウメイ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		大野みち子 オオノコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				工藤 由理 クドウユリ

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

														石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		堀井　可奈 ホリイカナ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H1７.７.１

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１７年　１０月　１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　　阿部　暁 ダイイチナイカアベアキラ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		大野みち子 オオノコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				工藤由理 クドウユリ

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

														石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		堀井　可奈 ホリイカナ		﨑村　陽子　　　　　 ムラヨウコ		五十川瑞穂 イソカワミズホ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H１７・１・１

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表（案） ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウアン

				平成１７年１月１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		曽我津也子 ソガツヤコ		朱　敏秀 シュトシヒデ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		１診　　　　　　　　　　　山本智章 シンヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川知志 イシカワチシシ

														２診　　　　　　石川知志 シンイシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		第１・３　　　　　　菊池　達哉　 ダイキクチタツヤ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

														第２・４　　　　　　　﨑村陽子 ダイサキムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				　　　　　※　リハビリテーション科の火曜日は、第１、第３は菊池医師、第２、第４は﨑村医師が担当します。 カカヨウビダイダイキクチイシダイダイサキムライシタントウ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				●平成17年1月から整形外科石川知志先生が非常勤医師として採用されることに伴う変更である。 ヘイセイネンガツセイケイゲカイシカワチシセンセイヒジョウキンイシサイヨウトモナヘンコウ

				●当面、1月から3月までの予定である。4月以降については、石川先生の医福大の授業予定の状況を トウメンガツガツヨテイガツイコウイシカワセンセイイフクダイジュギョウヨテイジョウキョウ

				　勘案して別途定める。 カンアンベットサダ

				●伊藤先生の診療録管理業務は、火曜日の午後からとお願いをすることとしたい。（火曜日午前は聖篭） イトウセンセイシンリョウロクカンリギョウムカヨウビゴゴネガカヨウビゴゼンセイロウ





H15.6.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１６年１月１９日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		朱　敏秀 シュトシヒデ		山本　通子 ヤマモトミチコ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		工藤　由理 クドウヨシリ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

																		(新患のみ) シンカン

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





改訂版H15.05.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１５年５月１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		朱　敏秀 シュトシヒデ		山本　通子 ヤマモトミチコ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		工藤　由理 クドウヨシリ		﨑村　陽子 ムラヨウコ				﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
  診療時間　 9:30～15:30　　　　　　　　　　　　〔初期評価　 9:30～15:00〕　　　　　　　　　〔治　　療　13:00～15:30〕 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンショキヒョウカオサムリョウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン						山本　智章 ヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ





改訂版H14..05.07

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１４年５月７日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　通子 ヤマモトミチコ		朱　敏秀 シュトシヒデ		曽我津也子 ソガツナリコ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ		工藤　由理 クドウヨシリ		工藤　由理 クドウヨシリ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制
 　午前の診療時間 9:00～12:00
 　午後の診療時間14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンシンリョウジカンゴゴシンリョウジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ





H14.04.11

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１４年４月１１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

						一般外来 イッパンガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン

						内科 ナイカ						朱　　敏秀 シュトシヒデ		火・水・金 ヒスイキン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		一般内科・循環器内科 イッパンナイカジュンカンキナイカ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						山本　通子 ヤマモトミチコ		月 ツキ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		糖尿病・甲状腺外来 トウニョウビョウコウジョウセンガイライ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						林　　千治 ハヤシセンジ		木 キ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		循環器内科 ジュンカンキナイカ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						神経内科 シンケイナイカ						今村　　徹 イマムラトオル		火 ヒ				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						木 モク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

						整形外科 セイケイゲカ						山本　智章 ヤマモトトモアキ		月・火・木 ゲツヒモク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

												伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		水・金　　 スイキン				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						リハビリテーション科 カ						﨑村　陽子 ムラヨウコ		月・水・金 ゲツスイキン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30

再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカウケツケジカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン

												工藤　由理 クドウヨシリ		火・木　　 ヒキ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						今井　信行 イマイノブユキ		月　～　金 ゲツキン				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間 
　　　　　　・午前の部 9:00～12:00
　　　　　　・午後の部14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンゴゼンブゴゴブ

						特殊外来 トクシュガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				診療時間 シンリョウジカン

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ		月 ゲツ				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ





H14.04.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１４年４月１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

						一般外来 イッパンガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン

						内科 ナイカ						中島　彦太郎 ナカジマヒコタロウ		火・水・金 ヒスイキン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		一般内科 イッパンナイカ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						山本　通子 ヤマモトミチコ		月 ツキ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		糖尿病・甲状腺外来 トウニョウビョウコウジョウセンガイライ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						林　　千治 ハヤシセンジ		木 キ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		循環器外来 ジュンカンキガイライ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						神経内科 シンケイナイカ						今村　　徹 イマムラトオル		火 ヒ				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						木 モク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

						整形外科 セイケイゲカ						山本　智章 ヤマモトトモアキ		月・火・木 ゲツヒモク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

												伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		水・金　　 スイキン				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						リハビリテーション科 カ						﨑村　陽子 ムラヨウコ		月・水・金 ゲツスイキン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30

再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカウケツケジカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン

												工藤　由理 クドウヨシリ		火・木　　 ヒキ

						歯科 シカ						今井　信行 イマイノブユキ		月　～　金 ゲツキン				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間 
　　　　　　・午前の部 9:00～12:00
　　　　　　・午後の部14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンゴゼンブゴゴブ

						特殊外来 トクシュガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				診療時間 シンリョウジカン

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ		月 ゲツ				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　歯科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ





H13.09.01

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１３年９月１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

						一般外来 イッパンガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン

						内科 ナイカ						中島　彦太郎 ナカジマヒコタロウ		火・水・金
(第３金曜日休診) ヒスイキンダイキンヨウニチキュウシン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		一般内科 イッパンナイカ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						山本　通子 ヤマモトミチコ		月 ツキ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		糖尿病・甲状腺外来 トウニョウビョウコウジョウセンガイライ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						内科 ナイカ						林　　千治 ハヤシセンジ		木 キ				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

				(		循環器外来 ジュンカンキガイライ		)										再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						神経内科 シンケイナイカ						今村　　徹 イマムラトオル		火 ヒ				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						木 モク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

						整形外科 セイケイゲカ						山本　智章 ヤマモトトモアキ		月・火・木 ゲツヒモク				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30 シンワズラヨヤクカウケツケジカン

												伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		水・金　　 スイキン				再来(予約制)／診療時間 9:00～12:00 サイライヨヤクセイシンリョウジカン

						リハビリテーション科 カ						﨑村　陽子 ムラヨウコ		月・水・金 ゲツスイキン				新患(予約可)／受付時間 8:45～11:30

再来(予約制)／診療時間
　　　　　　・午前の部 9:00～12:00
　　　　　　・午後の部14:00～17:00 シンカンヨヤクカウケツケジカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンゴゼンブゴゴブ

												工藤　由理 クドウヨシリ		火・木　　 ヒキ

						歯科 シカ						今井　信行 イマイノブユキ		月　～　金 ゲツキン				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間 
　　　　　　・午前の部 9:00～12:00
　　　　　　・午後の部14:00～17:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカンゴゼンブゴゴブ

						特殊外来 トクシュガイライ				担当医師名 タントウイシメイ				診療曜日 シンリョウヨウビ				診療時間 シンリョウジカン

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ		月 ゲツ				新患、再来ともに
　　(予約制)／診療時間13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　歯科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ





配布先

				「新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表」配布先 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウハイフサキ

				１．院内 インナイ

				　①患者等…所定場所に掲示・配布 カンジャナドショテイバショケイジハイフ

				　②各部門 カクブモン

				　　1 院長室 インチョウシツ				　 11 検査室 ケンサシツ

				　　2 医局 イキョク				　 12 １Ｆ外来（受付） ガイライウケツケ

				　　3 看護部長室 カンゴブチョウシツ				　 13 １Ｆ外来（看護） ガイライカンゴ

				　　4 厨房事務室 チュウボウジムシツ				　 14 リハ外来（受付） ガイライウケツケ

				　　5 薬局 ヤッキョク				　 15 リハスタッフルーム

				　　6 事務室（医事） ジムシツイジ				　 16 ３Ｆ婦長 フチョウ

				　　7 事務室（庶務） ジムシツショム				　 17 ３Ｆスタッフステーション

				　　8 医療相談室 イリョウソウダンシツ				　 18 ４Ｆ婦長 フチョウ

				　　9 歯科診療室 シカシンリョウシツ				　 19 ４Ｆスタッフステーション

				　 10 撮影室 サツエイシツ				　 20 ２Ｆ婦長 フチョウ

								　 21 ２Ｆスタッフステーション

				２．愛広会の施設 アイコウカイシセツ

				　①愛広会本部 アイコウカイホンブ

				　②尾山愛広苑 オヤマアイコウエン

				　③グループホームおやま

				　④在宅ケアセンター ザイタク

				　⑤愛宕の園 アタゴソノ

				３．病院・診療所 ビョウインシンリョウジョ

				　①渡辺博先生 ワタナベヒロシセンセイ

				　②厚生連豊栄病院 コウセイレントヨサカビョウイン

				　　高木院長、吉田先生　　950-3327　豊栄市石動１－１１－１ タカギインチョウヨシダセンセイトヨサカシイスルギ

				　③青木整形外科医院 アオキセイケイゲカイイン

				　　青木　圭介　　950-3321　豊栄市葛塚字上大口３１９０－９ アオキケイスケトヨサカシクズツカアザウエオオグチ

				　④いしざか整形外科クリニック セイケイゲカ

				　　石坂　真樹　　950-3322　豊栄市嘉山字大口２２３２－１ イシザカマサキトヨサカシカヤマアザオオグチ

				　⑤武田整形外科 タケダセイケイゲカ

				　　武田　和夫　　950-3128　新潟市松浜東町１－３－５ タケダカズオニイガタシマツハマヒガシマチ

				　⑥サトウクリニック新崎 ニイザキ

				　　佐藤　竹敏　　950-3134　新潟市新崎１－１７－１７ サトウタケビンニイガタシニイザキ





H18.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１８年１０月　５日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　岡塚貴世志 ダイイチナイカオカヅカキヨシ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				工藤 由理 クドウユリ

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間　真由美 サクママユミ		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(装具外来) サキムラヨウコソウグガイライ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H19.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１９年　４月　１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　岡塚貴世志 ダイイチナイカオカヅカキヨシ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

				(		物忘れ外来 モノワスガイライ		)						(再来のみ) サイライ				工藤 由理 クドウユリ

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン				﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(装具外来) サキムラヨウコソウグガイライ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H19.4.24

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１９年　４月　２４日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　岡塚貴世志 ダイイチナイカオカヅカキヨシ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン				﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(装具外来) サキムラヨウコソウグガイライ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				工藤 由理 クドウユリ

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H19.10.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１９年　１０月　１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		第一内科　小林　弘典 ダイイチナイカコバヤシヒロノリ		第一内科　　三間　渉 ダイイチナイカミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		張替　徹 ハリカエトオル		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン				﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン		﨑村　陽子(装具外来) サキムラヨウコソウグガイライ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H19.11.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成１９年　１１月　１日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		新潟大学　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																		菊池　達哉 キクチタツヤ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		張替　徹 ハリカエトオル		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子(再来のみ）　　　　　 ムラヨウコサイライ

												﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン				﨑村　陽子(入院相談・新患) サキムラヨウコニュウインソウダンシンカン

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H20.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２０年　4月　1日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小堺　貴司 ニイガタダイガクコサカイタカシ		新潟大学　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																		菊池　達哉 キクチタツヤ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

										(金曜日は16:00～18:00） キンヨウビ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H20.6.20

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２０年　6月　20日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小堺　貴司 ニイガタダイガクコサカイタカシ		新潟大学　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																		菊池　達哉 キクチタツヤ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H20.10.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２０年　１０月　６日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　矢野　敏雄 ニイガタダイガクヤノトシオ		新潟大学　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科 シンケイナイカ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				新井　亜希（再来） アライアマレサイライ		新井　亜希（新患） アライアマレシンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																		菊池　達哉 キクチタツヤ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

						もの忘れ外来 ワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H21.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２１年　４月　１４日から ヘイセイネンガツニチ

						一般外来 イッパンガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						内科 ナイカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		新潟大学　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

						神経内科　　　　　　　（もの忘れ外来） シンケイナイカワスガイライ				新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						整形外科 セイケイゲカ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																		菊池　達哉 キクチタツヤ

						リハビリテーション科 カ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ				新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

										午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

										午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

						特殊外来 トクシュガイライ				受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

						骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～15:00 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです シンカンサイライヨヤクセイゼンカイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

						スポーツリハビリ　外来 ガイライ				新患・再来ともに予約制
 　　　　診療時間 15:30～17:30 シンカンサイライヨヤクセイシンリョウジカン		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

						禁 煙 外 来 キンケムリガイライ				新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

										　　　　診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H21.9.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２１年　９月　１日から ヘイセイネンガツニチ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		新潟大学　　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				伊東　浩志 イトウコウジ				伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H21.10.１

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２１年　１０月　５日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　牛木　隆志 ニイガタダイガクウシキタカシ		新潟大学　　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				伊東　浩志 イトウコウジ				伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H22.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２２年　４月　１日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		新潟大学　　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				伊東　浩志 イトウコウジ				伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患(予約制)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクセイサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患(予約可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H22.9.1案

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２２年　４月　１日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		新潟大学　　　三間　渉 ニイガタダイガクミツマワタル		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン				伊東　浩志 イトウコウジ				伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H23.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２３年　４月　１日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		菊池　達哉 キクチタツヤ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉 キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ				山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H23.6.案

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２３年　６月　６日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小林　弘典 ニイガタダイガクコバヤシヒロノリ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H23.10.3

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２３年　１０月　３日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　田中　智之 ニイガタダイガクタナカトモユキ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								転倒骨折予防外来 テントウコッセツヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
  シンカンサイライヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～14:30
 　　　　全11回のコースです

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H24.3.22

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成24年　3月　22日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　田中　智之 ニイガタダイガクタナカトモユキ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																						菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H24.9.6

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成24年　9月　6日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　田中　智之 ニイガタダイガクタナカトモユキ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		石川　知志 イシカワチシ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		石川　知志 イシカワチシ

																菊池　達哉 キクチタツヤ						松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		石川　知志 イシカワチシ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H25.3.18

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成25年　3月18日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　田中　智之 ニイガタダイガクタナカトモユキ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		菊池　達哉		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ						松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		山本　智章 ヤマモトトモアキ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H25.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成25年　4月　1日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　小堺　貴司 ニイガタダイガクコサカイタカシ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ						松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ				本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H25.8.5 

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成２５年　１０月７日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　中野　麻理 ニイガタダイガクナカノマ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ				松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ				本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H26.3

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成26年　3月18日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　中野　麻理 ニイガタダイガクナカノマ		伊東　浩志 イトウコウジ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								伊東　浩志 イトウコウジ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ				松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		小股　整 コマタタダシ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ				本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H26.3 (確定)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成26年　3月18日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　片桐　隆幸
(4/1～) ニイガタダイガクカタギリタカユキ		森　尚志 モリタカシ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ				松﨑　浩德

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		眞田　菜緒
(4/1～) サナダナオ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								糖尿病外来
（第1、第3、第5のみ） トウニョウビョウガイライダイダイダイ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ										山田　絢子
(4/1～) ヤマダアヤコ

														　再来（予約制）

														　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H26.6

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成26年　6月13日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　片桐　隆幸 ニイガタダイガクカタギリタカユキ		森　尚志 モリタカシ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ				松﨑　浩德		眞田　菜緒

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		眞田　菜緒 サナダナオ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								糖尿病外来
（第1、第3、第5のみ） トウニョウビョウガイライダイダイダイ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ										山田　絢子 ヤマダアヤコ

														　再来（予約制）

														　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H27.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年1月21日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		新潟大学　　片桐　隆幸 ニイガタダイガクカタギリタカユキ		森　尚志 モリタカシ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								佐藤　良一 サトウリョウイチ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		菊池　達哉

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ		佐野　博繁 サノヒロシゲル		松﨑　浩德		眞田　菜緒

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		眞田　菜緒 サナダナオ		佐久間真由美 サクママユミ		菊池　達哉  キクチタツヤ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								糖尿病外来
（第1、第3、第5のみ） トウニョウビョウガイライダイダイダイ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ										吉岡　大志

														　再来（予約制）

														　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 8：45～10：30（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ		本間　寛 ホンマヒロシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H27.4【確定】

		

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年4月1日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
     　受付時間 13:45～15:45
     　診療時間 14:00～16:00 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカン								佐藤　良一 サトウリョウイチ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
 受付時間 8:45～11:30
 診療時間 9:00～12:00（月・水・金）
 診療時間 8:45～12:00（火・木） シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカンシンリョウジカンゲツスイキンシンリョウジカンカモク		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		伊藤　惣一郎

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ		佐野　博繁 サノヒロシゲル				菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
     　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00 ウケツケジカンシンリョウジカン		眞田　菜緒		佐久間真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制　　　　　　　午前の受付時間   8:45～11:30　　　　　　　　　　　
 　 シンカンサイライヨヤクセイゴゼンウケツケジカン		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ

														午後の受付時間　13:45～16:30 ゴゴウケツケジカン

														午前の診療時間   9:00～12:00
午後の診療時間  14:00～17:00

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　16:00～18:00 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														　再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

								糖尿病外来
（第1、第3、第5のみ） トウニョウビョウガイライダイダイダイ						　新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ										種村　聡 タネムラサトシ

														　再来（予約制）

														　　受付時間 8:45～11:30
     　　診療時間 9:00～12:00

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間 7：45～10：00（予約制） ヨヤクセイ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





H27.6(暫定）

		

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年5月1日から ヘイセイネンガツカ

								一般外来 イッパンガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								内　　　　　　　科 ウチカ		午　前 ウママエ				新患(予約不可)・再来(予約制)
 受付時間 8:45～11:30 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカン		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲ		林　千治 ハヤシセンジ		朱　敏秀 シュトシヒデ

										午　後 ウマゴ				新患(予約不可)・再来(予約制)
 受付時間 13:45～15:45 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカン								佐藤　良一 サトウリョウイチ

								神経内科 シンケイナイカ						新患・再来ともに予約制
 受付時間 8:45～11:30 ウケツケジカン				今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

								（もの忘れ外来） ワスガイライ										(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

								整　形　外　科 タダシケイガイカ						新患(予約不可)・再来(予約制)
 受付時間 8:45～11:30 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイウケツケジカン		山本　智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモトチショウ		伊藤　惣一郎

																菊池　達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ		佐野　博繁 サノヒロシゲル				菊池　達哉 キクチタツヤ

								リハビリテーション科 カ						新患・再来ともに予約制
 受付時間 8:45～11:30
     　　 ウケツケジカン		眞田　菜緒 サナダナオ		佐久間真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

								歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ						新患・再来ともに予約制   　　　　　　		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行　　　　 イマイノブユキ						　　　　　　　　　
 　

														午前の受付時間   8:45～11:30　         午後の受付時間　13:45～16:30　

								特殊外来 トクシュガイライ						受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン		月曜 ゲツヨウ		火曜 カヨウ		水曜 スイヨウ		木曜 モクヨウ		金曜 キンヨウ

								骨粗鬆症予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ						新患・再来ともに予約制
 シンカンサイライヨヤクセイ		髙橋　榮明
山本　智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

														診療時間 13:30～15:00

								スポーツリハビリ　外来 ガイライ						新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ		大森　豪 オオモリゴウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		山本　智章　　　 ヤマモトトモアキ				山本　智章 ヤマモトトモアキ

														再来（予約制）

														診療時間 15:30～17:30　　　　　　  ※水曜日のみ16:00～18:00 スイヨウビ		山本・菊池 ヤマモトキクチ

								禁 煙 外 来 キンケムリガイライ						新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ						朱　敏秀 シュトシヒデ

														診療時間 10:00～12:00

						慢性腰痛・せぼねの変形外来
（第4週のみ） マンセイヨウツウヘンケイガイライダイシュウ								新患・再来ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ				渡邊　慶 ワタナベケイ

														診療時間 15:30～17:30

								糖尿病外来
（第1、第3、第5週のみ） トウニョウビョウガイライダイダイダイシュウ						新患（予約不可） シンカンヨヤクフカ										種村　聡 タネムラサトシ

														再来（予約制）

														受付時間 8:45～11:30
     　　

								健康診断 ケンコウシンダン						受付時間                          　		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間　寛
伊藤　隆 ホンマヒロシイトウタカシ

														8：45～10：00（予約制）

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合受付　(代表)TEL.025-388-2111 ソウゴウウケツケダイヒョウ

				　　　　内科･神経内科･整形外科／特殊外来予約　(直通)TEL.025-388-2116 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　リハビリテーション科外来予約　(直通)TEL.025-388-2123 カガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　歯科・歯科口腔外科外来予約　(直通)TEL.025-388-2124 シカシカコウクウゲカガイライヨヤクチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　医療相談室　(直通)TEL.025-388-2120 イリョウソウダンシツチョクツウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理センター　(直通)TEL.025-388-3301 ケンコウカンリチョクツウ

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、０２５－３８８－２１１１（代表） ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ

				　にお電話下さいますようお願いいたします。 ネガ





Ｈ27.6(New確定)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年6月1日から ヘイセイネンガツニチ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		林 千治 ハヤシセンジ		朱 敏秀 シュトシヒデ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～15:45								佐藤 良一 サトウリョウイチ

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～16:00

				神経内科 シンケイナイカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		再来 火午前
新患 木午前 サイライカゴゼンシンカンモクゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

				（もの忘れ外来） ワスガイライ						診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00				(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				整形外科 セイケイゲカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:30～11:30
8:45～12:00		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

								月・木 ゲツモク

								午前のみ
火・水・金 ゴゼンカスイキン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:45～11:30
9:00～12:00		菊池 達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ		佐野 博繁 サノヒロシゲル				菊池 達哉 キクチタツヤ

				リハビリ
テーション科 カ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		小股　整		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行　　　　 イマイノブユキ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～16:30

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～17:00

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ ゴゴ		診療時間 シンリョウジカン		13:30～15:00		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

								月 ゲツ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午後のみ
水以外 ゴゴミズイガイ		受付時間 ウケツケジカン		15:30～17:30		大森 豪 オオモリゴウ		菊池 達哉 キクチタツヤ		山本 智章 ヤマモトトモアキ				山本 智章 ヤマモトトモアキ

								午後のみ
水 ゴゴスイ		受付時間 ウケツケジカン		16:00～18:00		山本・菊池 ヤマモトキクチ

				禁 煙 外 来 キンケムリガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ
水 ゴゼンスイ		診療時間 シンリョウジカン		10:00～12:00						朱　敏秀 シュトシヒデ

				糖尿病
外来 トウニョウビョウガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ
第1、第3、第5金 ゴゼンダイダイダイキン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30										種村 聡 タネムラサトシ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ
第4 火 ゴゴダイヒ		診療時間 シンリョウジカン		15:30～17:30				渡邊 慶 ワタナベケイ

				健康診断 ケンコウシンダン		予約制 ヨヤクセイ				受付時間 ウケツケジカン		8:45～10:00		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ

				総合受付 ソウゴウウケツケ						(代表)TEL.025-388-2111

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124						〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120						URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				健康管理センター　 ケンコウカンリ						(直通)TEL.025-388-3301						TEL：025-388-2111（代）　FAX：025-388-3010

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、025-388-2111（代表）にお電話下さいますようお願いいたします。 ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ





Ｈ27.7(New確定) (2)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年7月28日から ヘイセイネンガツニチ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		林 千治 ハヤシセンジ		朱 敏秀 シュトシヒデ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～15:45								佐藤 良一 サトウリョウイチ

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～16:00

				神経内科 シンケイナイカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		再来 火午前
新患 木午前 サイライカゴゼンシンカンモクゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

				（もの忘れ外来） ワスガイライ						診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00				(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				整形外科 セイケイゲカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:30～11:30
8:45～12:00		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

								月・木 ゲツモク

								午前のみ
火・水・金 ゴゼンカスイキン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:45～11:30
9:00～12:00		菊池 達哉 キクチタツヤ		山本・菊池 ヤマモトキクチ		佐野 博繁 サノヒロシゲル				菊池 達哉 キクチタツヤ

				リハビリ
テーション科 カ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		小股　整		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行　　　　 イマイノブユキ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～16:30

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～17:00

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ ゴゴ		診療時間 シンリョウジカン		13:30～15:00		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

								月 ゲツ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午後のみ
水以外 ゴゴミズイガイ		受付時間 ウケツケジカン		15:30～17:30		大森 豪 オオモリゴウ		菊池 達哉 キクチタツヤ		山本 智章 ヤマモトトモアキ				山本 智章 ヤマモトトモアキ

								午後のみ
水 ゴゴスイ		受付時間 ウケツケジカン		16:00～18:00		山本・菊池 ヤマモトキクチ

				禁 煙 外 来 キンケムリガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ
水 ゴゼンスイ		診療時間 シンリョウジカン		10:00～12:00						朱　敏秀 シュトシヒデ

				糖尿病
外来 トウニョウビョウガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ
第1、第3、第5金 ゴゼンダイダイダイキン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30										種村 聡 タネムラサトシ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ
第4 火 ゴゴダイヒ		診療時間 シンリョウジカン		15:00～17:30				渡邊 慶 ワタナベケイ

				健康診断 ケンコウシンダン		予約制 ヨヤクセイ				受付時間 ウケツケジカン		8:45～10:00		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ

				総合受付 ソウゴウウケツケ						(代表)TEL.025-388-2111

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124						〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120						URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				健康管理センター　 ケンコウカンリ						(直通)TEL.025-388-3301						TEL：025-388-2111（代）　FAX：025-388-3010

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、025-388-2111（代表）にお電話下さいますようお願いいたします。 ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ





Ｈ27.11(診察室入力)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成27年7月28日から ヘイセイネンガツニチ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		第1診察室
牛木 隆志 ダイシンサツシツウシキタカシココロザシ		第1診察室
佐藤 良一 ダイシンサツシツサトウリョウイチ		第1診察室
竹森 繁 ダイシンサツシツタケモリシゲ		第1診察室
林 千治 ダイシンサツシツハヤシセンジ		第1診察室
朱 敏秀 ダイシンサツシツシュトシヒデ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～15:45								第1診察室
佐藤 良一 ダイシンサツシツサトウリョウイチ

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～16:00

				神経内科 シンケイナイカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		再来 火午前
新患 木午前 サイライカゴゼンシンカンモクゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30				第12診察室
今村 徹 ダイシンサツシツイマムラトオル				第12診察室
今村 徹 ダイシンサツシツイマムラトオル

				（もの忘れ外来） ワスガイライ						診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00				(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				整形外科 セイケイゲカ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:30～11:30
8:45～12:00		第5診察室
山本 智章 ダイシンサツシツヤマモトトモアキ		第5診察室
大森 豪 ダイシンサツシツオオモリゴウ		第5診察室
伊藤 惣一郎 ダイシンサツシツイトウソウイチロウ		第5診察室
山本 智章 ダイシンサツシツヤマモトチショウ		第3診察室
伊藤 惣一郎 ダイシンサツシツイトウソウイチロウ

								月・木 ゲツモク

								午前のみ
火・水・金 ゴゼンカスイキン		受付時間
診察時間 ウケツケジカンシンサツジカン		8:45～11:30
9:00～12:00		第3診察室
菊池 達哉 ダイシンサツシツキクチタツヤ		第3診察室
山本・菊池 ダイシンサツシツヤマモトキクチ		第3診察室
佐野 博繁 ダイシンサツシツサノヒロシゲル				第5診察室
菊池 達哉 ダイシンサツシツキクチタツヤ

				リハビリ
テーション科 カ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		2階診察室
小股　整 カイシンサツシツ		2階診察室
佐久間
真由美 カイシンサツシツサクママユミ		2階診察室
小股　整 カイシンサツシツ		2階診察室
﨑村　陽子　　　 カイシンサツシツムラヨウコ		2階診察室
﨑村　陽子　　　 カイシンサツシツムラヨウコ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				歯科・歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前 ゴゼン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行　　　　 イマイノブユキ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

								午後 ゴゴ		受付時間 ウケツケジカン		13:45～16:30

										診療時間 シンリョウジカン		14:00～17:00

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付・診療時間 ウケツケシンリョウジカン								月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ ゴゴ		診療時間 シンリョウジカン		13:30～15:00		第1診察室
髙橋 榮明
山本 智章 ダイシンサツシツタカハシサカエメイヤマモトトモアキ

								月 ゲツ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午後のみ
水以外 ゴゴミズイガイ		受付時間 ウケツケジカン		15:30～17:30		第5診察室
大森 豪 ダイシンサツシツオオモリゴウ		第5診察室
菊池 達哉 ダイシンサツシツキクチタツヤ		第5診察室
山本 智章 ダイシンサツシツヤマモトトモアキ				第5診察室
山本 智章 ダイシンサツシツヤマモトトモアキ

								午後のみ
水 ゴゴスイ		受付時間 ウケツケジカン		16:00～18:00		第3診察室
山本・菊池 ダイシンサツシツヤマモトキクチ

				禁 煙 外 来 キンケムリガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午前のみ
水 ゴゼンスイ		診療時間 シンリョウジカン		10:00～12:00						第12診察室
朱　敏秀 ダイシンサツシツシュトシヒデ

				糖尿病
外来 トウニョウビョウガイライ		新患 予約不可
再来 予約制 シンカンヨヤクフカサイライヨヤクセイ		午前のみ
第1、第3、第5金 ゴゼンダイダイダイキン		受付時間 ウケツケジカン		8:45～11:30										第12診察室
種村 聡 ダイシンサツシツタネムラサトシ

										診療時間 シンリョウジカン		9:00～12:00

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		新患・再来
ともに予約制 シンカンサイライヨヤクセイ		午後のみ
第4 火 ゴゴダイヒ		診療時間 シンリョウジカン		15:00～17:30				第3診察室
渡邊 慶 ダイシンサツシツワタナベケイ

				健康診断 ケンコウシンダン		予約制 ヨヤクセイ				受付時間 ウケツケジカン		8:45～10:00		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ		本間 寛
伊藤 隆 ホンマヒロシイトウタカシ

				総合受付 ソウゴウウケツケ						(代表)TEL.025-388-2111

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124						〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120						URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				健康管理センター　 ケンコウカンリ						(直通)TEL.025-388-3301						TEL：025-388-2111（代）　FAX：025-388-3010

				※ただし、土日・祝祭日、夜間等時間外については、025-388-2111（代表）にお電話下さいますようお願いいたします。 ドニチシュクサイジツヤカンナドジカンガイダイヒョウ





Ｈ28.4(改定)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成28年4月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-								佐藤 良一 サトウリョウイチ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章
菊池　達哉

 オオモリゴウヤマモトキクチタツヤ		伊藤 惣一郎
佐野 博繁

 イトウソウイチロウサノヒロシシゲル		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		石川 聖子 イシカワセイコ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		山本 智章
受付16:00～
18:00迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										横川 かおり
第1、第3、第5金 ヨコカワ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ28.5(改定案) (未採用)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成28年4月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-								佐藤 良一 サトウリョウイチ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章
菊池　達哉

 オオモリゴウヤマモトキクチタツヤ		伊藤 惣一郎
 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		○		石川 聖子 イシカワセイコ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前 ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後 ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後 ゴゴ		-		ｽﾎﾟｰﾂ 一般
山本 智章

ｽﾎﾟｰﾂ 膝
大森　豪 イッパンヒザオオモリゴウ		菊池 達哉

受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂ 一般
山本 智章
0
ｽﾎﾟｰﾂ 膝
山際　浩史
第2水のみ
0
ｽﾎﾟｰﾂ 肩
望月　友晴
第3水のみ イッパンヒザヤマギワヒロシフミダイスイカタモチヅキトモハダイスイ				山本 智章

受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

										受付15:30
～17:30迄				受付16:00
～18:00迄

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後 ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前 ゴゼン		-										横川 かおり
第1、第3、第5金 ヨコカワ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後 ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火のみ
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ28.8(改定案) 

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成28年8月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-								佐藤 良一 サトウリョウイチ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		石川 聖子 イシカワセイコ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第2水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										横川 かおり
第1、第3、第5金 ヨコカワ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.1(改定確定)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年1月4日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-								佐藤 良一 サトウリョウイチ		村山　直也 ムラヤマナオヤ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第2水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.2(確定)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年2月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-								佐藤 良一 サトウリョウイチ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第2水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.4

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年4月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.4(掲示用)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年4月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ																診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ																		特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

										朱　敏秀																				(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						午後 ゴゴ		-		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談

佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前
のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ								スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

																																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

				整形外科 セイケイゲカ		午前
のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

										菊池 達哉																						ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				リハビリ
テーション科 カ		午前
のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

						午後 ゴゴ		○														内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

																						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

																						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

																						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.5

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年5月22日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		○						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.5(掲示用)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年5月22日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ																診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ																		特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

										朱　敏秀																				(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						午後 ゴゴ		-		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談

佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談

竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前
のみ ゴゼン		-						田中　惠子 タナカケイコ								スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

																																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

				整形外科 セイケイゲカ		午前
のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪
山本　智章

 オオモリゴウヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

										菊池 達哉																						ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ						禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				リハビリ
テーション科 カ		午前
のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

						午後 ゴゴ		○														内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

																						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

																						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

																						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.6

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年6月1日から ヘイセイネンガツニチ

				受付時間 ウケツキジマ		（午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄） ゴゼンゴゴシカマデ																		（午前）　8:45　～　11:30（午後）〈内科〉〈骨粗〉〈禁煙〉13:45　～　15:45〈他〉下記参照） ゴゼンゴゴ

				診療開始時間 シンリョウカイシジカン		（午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　 ゴゼンゴゴ																		（午前）　9:00　～　　　 （午後）〈内科〉〈骨粗〉〈禁煙〉14:00　～　〈他〉下記参照 ゴゼンゴゴナイカホネホボキンエンホカカキサンショウ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

				一般外来 イッパンガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン		初診時予約 ショシンジヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				内科 ナイカ		午前 ゴゼン		-		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

										朱　敏秀

						午後 ゴゴ		-		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																林　千治

				神経内科 シンケイナイカ		午前のみ ゴゼン		○						田中　惠子 タナカケイコ

				整形外科 セイケイゲカ		午前のみ ゴゼン		-		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎
菊池　達哉

 イトウソウイチロウキクチタツヤ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

										菊池 達哉

										受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ		予約のみ ヨヤク				受付8:30～
診療8:45～ ウケツケ

												山本　智章 ヤマモト

				リハビリ
テーション科 カ		午前のみ ゴゼン		○		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

				歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		○		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						午後 ゴゴ		○

				特殊外来 トクシュガイライ

				診療科 シンリョウカ		受付時間 ウケツケジカン				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				もの忘れ
外来 ワスガイライ		午前のみ ゴゼン		○				今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

												(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

				骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		午後のみ ゴゴ		○		髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄 タカハシサカエメイヤマモトトモアキウケツケマデ

				スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		午後のみ ゴゴ		-		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

														ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

				禁煙外来 キンケムリガイライ		午後のみ ゴゴ		○										朱 敏秀

				糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		午前のみ ゴゼン		-										張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

				慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		午後のみ ゴゴ		○				渡邊 慶
第4火
受付15:30
～17:30迄 ワタナベケイ

				内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

				リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

				歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

				医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.6 (2)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年6月1日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:45 ～ 15:00		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2123				〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.6 (掲示用)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午前の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゼンブ

				平成29年6月1日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午後の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゴブ

				平成29年6月1日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				山本 智章
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトトモアキウケツケマデ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:45 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.7.28

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年7月24日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本・菊池
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足外来
(第4金)
関口　秀隆 ヒザアシガイライキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:30 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.7 (掲示用) 

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午前の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゼンブ

				平成29年7月24日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午後の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゴブ

				平成29年7月24日から

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本・菊池
大森 豪

受付15:30
～17:30迄 ヤマモトキクチオオモリゴウウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
菊池 達哉

受付15:30
～17:30迄 ガイライキクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本 智章 ガイライヤマモトトモアキ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

																				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足 外来
（第4金）
関口　秀隆 ヒザアシガイライダイキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:45 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.8.21

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年8月21日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は予約が必要な診療科です。 ヨヤクヒツヨウシンリョウカ

						診療科 シンリョウカ		完全予約 カンゼンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本　智章
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足外来
(第4金)
関口　秀隆 ヒザアシガイライキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:30 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.8 (掲示用)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午前の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゼンブ

				平成29年10月20日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		完全
予約 カンゼンヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価
外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午後の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゴブ

				平成29年10月20日から

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		完全
予約 カンゼンヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来

山本　智章
大森 豪

受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来

菊池 達哉

受付15:30
～17:30迄 ガイライキクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本 智章 ガイライヤマモトトモアキ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

																				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足 外来
（第3金）
関口　秀隆 ヒザアシガイライダイキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:45 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ29.10.18

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成29年10月20日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は予約が必要な診療科です。 ヨヤクヒツヨウシンリョウカ

						診療科 シンリョウカ		完全予約 カンゼンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												張 かおり
第1、第3、第5金 チョウ

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本　智章
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足外来
(第3金)
関口　秀隆 ヒザアシガイライキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:30 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ30.4.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成30年4月1日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は予約が必要な診療科です。 ヨヤクヒツヨウシンリョウカ

						診療科 シンリョウカ		完全予約 カンゼンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子
第1、第3、第5 タナカケイコダイダイダイ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												矢口 雄大
第1、第3、第5金

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						神経内科 シンケイナイカ		再来のみ
○ サイライ		13:45 ～ 15:45						田中　惠子
第1、第3、第5
（再来のみ） タナカケイコサイライ

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本　智章
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足外来
(第3金)
関口　秀隆 ヒザアシガイライキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:30 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ30.4(掲示用) (2)

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午前の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゼンブ

				平成30年4月2日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		完全
予約 カンゼンヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								第1、第3、第5 水
田中　惠子 スイタナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価
外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												矢口 雄大
第1、第3、第5金

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表　午後の部 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウゴゴブ

				平成30年4月2日から

				”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。 ショシンジヨヤクヒツヨウサイシンスベヨヤクセイ

						診療科 シンリョウカ		初診
予約 ショシンヨヤク		完全
予約 カンゼンヨヤク		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁 キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						神経内科 シンケイナイカ		再来のみ
○ サイク		13:45 ～ 15:45						第1、第3、第5 水
田中　惠子
（再来のみ） ダイダイダイミズタナカケイコサイライ

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来

山本　智章
大森 豪

受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来

菊池 達哉

受付15:30
～17:30迄 ガイライキクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本 智章 ガイライヤマモトトモアキ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ

																				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足 外来
（第3金）
関口　秀隆 ヒザアシガイライダイキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:45 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





Ｈ30.7.1

				新潟リハビリテーション病院　外来診療担当表 ニイガタビョウインガイライシンリョウタントウヒョウ

				平成30年7月1日から ヘイセイネンガツニチ

				”○”は予約が必要な診療科です。 ヨヤクヒツヨウシンリョウカ

						診療科 シンリョウカ		完全予約 カンゼンヨヤク		受付 ウケツケ		月曜日 ゲツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日

				午前 ゴゼン		内科 ナイカ		-		8:45 ～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲ		塙　晴雄 ハナワハ		塙　晴雄 ハナワハ

												朱　敏秀

						神経内科 シンケイナイカ		○								田中　惠子 タナカケイコ

						整形外科 セイケイゲカ		-		右記 ウキ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森　豪

予約のみ
山本　智章 オオモリゴウヨヤクヤマモト		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ		山本 智章
 ヤマモトチショウ		伊藤 惣一郎
菊池 達哉

 イトウソウイチロウ

												菊池 達哉

												受付8:30～ ウケツケ				受付8:45～ ウケツケ		受付8:30～ ウケツケ		受付8:45～ ウケツケ

														受付8:45～

						リハビリ
テーション科 カ		○		8:45 ～
11:30		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ		﨑村　陽子　　　 ムラヨウコ

						もの忘れ
外来 ワスガイライ		○						今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル

														(再来のみ) サイライ				(新患のみ) シンカン

						嚥下評価外来 エンゲヒョウカガイライ		○								小股　整
第4水
（10:00～12:00） コマタヒトシスイ

						糖尿病外来 トウニョウビョウガイライ		-												矢口 雄大
第1、第3、第5金

						歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		○				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ		内科 ナイカ		-		13:45 ～ 15:45		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		急患のみ
要相談
佐藤　良一 キュウカンヨウソウダンサトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		急患のみ
要相談
竹森　繁お キュウカンヨウソウダンタケモリシゲル

																		林　千治

						スポーツ
リハビリ
外来 ガイライ		-		右記 ウキ		山本　智章
大森 豪
受付15:30
～17:30迄 ヤマモトオオモリゴウウケツケマデ		菊池 達哉
受付15:30
～17:30迄 キクチタツヤウケツケマデ		ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章 ガイライヤマモト				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来
山本　智章
(第1、第2、第4、第5金） ガイライヤマモトダイダイダイダイキン

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝外来(第1水)
山際 浩史 ヒザガイライヤマギワヒロシフミ				ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
膝・足外来
(第3金)
関口　秀隆 ヒザアシガイライキンセキグチヒデタカシ

																ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ
肩外来(第3水)
望月 友晴 カタガイライモチヅキトモハ

																				受付15:30～
17:30迄 ウケツケマデ

																受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ

						骨粗鬆症
予防外来 コツソショウショウヨボウガイライ		○		13:30 ～ 15:30		髙橋 榮明
山本 智章 タカハシサカエメイヤマモトトモアキ

						禁煙外来 キンケムリガイライ		○		13:45 ～ 15:45										朱 敏秀

						慢性腰痛・
せぼねの
変形外来 マンセイヨウツウヘンケイガイライ		○		15:30 ～
17:30				渡邊 慶
第4火のみ ワタナベケイ

						歯科
歯科口腔外科		○		13:45 ～ 
16:30		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

						内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 ナイカシンケイナイカセイケイゲカトクシュガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2116

						リハビリテーション科外来予約　 カガイライヨヤク										〒950-3304　新潟市北区木崎761番地

						歯科・歯科口腔外科外来予約　 シカシカコウクウゲカガイライヨヤク						(直通)TEL.025-388-2124				URL　http://www.aiko.or.jp/reha.html

						医療相談室　 イリョウソウダンシツ						(直通)TEL.025-388-2120				TEL：025-388-2111（代）FAX：025-388-3010





新外来診療担当表（掲示用案） (2)

		外来診療担当表（2019.4月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2019.4月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

								朱 敏秀 シュトシヒデ								糖尿病の治療
矢口 雄大
第1、第3、第5金 トウニョウビョウチリョウ								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池 達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
菊池 達哉 キクチタツヤ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章
第1、第2
第4、第5金 ヤマモトトモアキ

																竹森 繁 タケモリシゲル												ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

														林 千治 ハヤシセンジ		禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱 敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
大森 豪 オオモリゴウ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝）
山際 浩史
第1水 ヤマギワヒロシフミ

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中 惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル																		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
関口 秀隆
第3金 セキグチヒデタカシ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（肩）
望月 友晴
第3水 モチヅキトモハ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中野
真理 ナカノマリ		小股 整 コマタヒトシ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ												嚥下評価
第4水
小股 整 エンゲヒョウカダイスイ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表（案）

		外来診療担当表（H30.8月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ								糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

																矢口　雄大 ヤグチユウダイ

																第1、第3、第5

																金 キン

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

														林　千治 ハヤシセンジ		禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄 マデ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（全般）

												山本　智章 ヤマモト				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				（膝）

								大森　豪 オオモリゴウ				山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												第1水 ダイスイ				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章 ヤマモト				（肩）

										渡邊　慶 ワタナベケイ		望月　友晴 モチヅキトモハ				第3金 ダイキン

										第4火

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第3水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用案）

		外来診療担当表（H30.8月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（H30.8月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

								朱 敏秀 シュトシヒデ								糖尿病の治療
矢口 雄大
第1、第3、第5金 トウニョウビョウチリョウ								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池 達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
菊池 達哉 キクチタツヤ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章
第1、第2
第4、第5金 ヤマモトトモアキ

																竹森 繁 タケモリシゲル												ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

														林 千治 ハヤシセンジ		禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱 敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
大森 豪 オオモリゴウ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝）
山際 浩史
第1水 ヤマギワヒロシフミ

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中 惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル																		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
関口 秀隆
第3金 セキグチヒデタカシ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（肩）
望月 友晴
第3水 モチヅキトモハ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		佐久間
真由美 サクママユミ		小股 整 コマタヒトシ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ												嚥下評価
第4水
小股 整 エンゲヒョウカダイスイ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表（4

		外来診療担当表（2019.4月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ								糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

																小松　健 コマツタケシ

																第1、第3、第5

																金 キン

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄 マデ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（全般）

												山本　智章 ヤマモト				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				（膝）

								大森　豪 オオモリゴウ				山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												第1水 ダイスイ				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章 ヤマモト				（肩）

										渡邊　慶 ワタナベケイ		望月　友晴 モチヅキトモハ				第3金 ダイキン

										第4火

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第3水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（6

		外来診療担当表（2019.6月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ						糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄 マデ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（全般）

												山本　智章 ヤマモト				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				（膝）

								大森　豪 オオモリゴウ				山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												第1水 ダイスイ				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				（肩）

										渡邊　慶 ワタナベケイ		望月　友晴 モチヅキトモハ				第3金 ダイキン

										第4火

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第3水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用案） (3)

		外来診療担当表（2019.4月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2019.4月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

								朱 敏秀 シュトシヒデ								糖尿病の治療
小松　健
第1、第3、第5金 トウニョウビョウチリョウ								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池 達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
菊池 達哉 キクチタツヤ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章
第1、第2
第4、第5金 ヤマモトトモアキ

																竹森 繁 タケモリシゲル												ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱 敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
大森 豪 オオモリゴウ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝）
山際 浩史
第1水 ヤマギワヒロシフミ

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中 惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル																		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
関口 秀隆
第3金 セキグチヒデタカシ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（肩）
望月 友晴
第3水 モチヅキトモハ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		小股 整 コマタヒトシ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ												嚥下評価
第4水
小股 整 エンゲヒョウカダイスイ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用） (2019.6)

		外来診療担当表（2019.6月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2019.6月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

								朱 敏秀 シュトシヒデ						糖尿病の治療
小松　健
第1、第3、第5木 トウニョウビョウチリョウモク										受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池 達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
菊池 達哉 キクチタツヤ		受付16:00～
18:00迄 ウケツケマデ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章
第1、第2
第4、第5金 ヤマモトトモアキ

																竹森 繁 タケモリシゲル												ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱 敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
大森 豪 オオモリゴウ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝）
山際 浩史
第1水 ヤマギワヒロシフミ

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中 惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル																		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
関口 秀隆
第3金 セキグチヒデタカシ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（肩）
望月 友晴
第3水 モチヅキトモハ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		小股 整 コマタヒトシ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ												嚥下評価
第4水
小股 整 エンゲヒョウカダイスイ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表7

		外来診療担当表（2019.7月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ						糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄 マデ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（全般）

												山本　智章 ヤマモト				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				（膝）

								大森　豪 オオモリゴウ				山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												第1水 ダイスイ				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				（肩）

										渡邊　慶 ワタナベケイ		望月　友晴 モチヅキトモハ				第3金 ダイキン

										第4火

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第3水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表8

		外来診療担当表（2019.8月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ						糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄 マデ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（全般）

												山本　智章 ヤマモト				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				（膝）

								大森　豪 オオモリゴウ				山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												第1水 ダイスイ				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		受付17:30～ ウケツケ				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				18:00迄　第3水 マデダイスイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第3金 ダイキン

										第4火		（肩）

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		望月　友晴 モチヅキトモハ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表9

		外来診療担当表（2019.8月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

								朱　敏秀 シュトシヒデ						糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

																竹森　繁 タケモリシゲル

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				（要相談） ヨウソウダン

																禁煙の治療 キンエンチリョウ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				朱　敏秀 シュトシヒデ

																予約制 ヨヤクセイ

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（肩）

												望月　友晴 モチヅキトモハ				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付16:00～ ウケツケ

								（膝・足）				18:00迄 マデ

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												（全般）				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		山本　智章 ヤマモト				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		（膝）				第3金 ダイキン

										第4火		山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第1水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表10

		外来診療担当表（2020.1月6日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン

								竹森　繁 タケモリシゲル		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル				竹森　繁 タケモリシゲル

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				（要相談） ヨウソウダン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池　達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（全般）				18:00迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								山本　智章 ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

										（全般）		（肩）

												望月　友晴 モチヅキトモハ				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付16:00～ ウケツケ

								（膝・足）				18:00迄 マデ

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												（全般）				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		山本　智章 ヤマモト				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		（足・膝・肘） アシヒジ				第3金 ダイキン

										第4火		山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第1水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第4水 スイ

												小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用） (2020.1

		外来診療担当表（2020.1月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2020.1月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

														糖尿病の治療
小松　健
第1、第3、第5木 トウニョウビョウチリョウモク										受付8:30～ ウケツケ		（山本：予約制） ヤマモトヨヤクセイ		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		菊池 達哉 キクチタツヤ

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章 ヤマモトトモアキ		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
菊池 達哉 キクチタツヤ		受付14:30～ ウケツケ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）
山本 智章
第1、第2
第4、第5金 ヤマモトトモアキ

																												18:00迄　第3水 マデダイスイ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				竹森 繁 タケモリシゲル												スポーツ傷害治療（肩） ショウガイチリョウカタ

																												望月　友晴 モチヅキトモハ

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				（要相談） ヨウソウダン												受付16:00～ ウケツケ

																								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
大森 豪 オオモリゴウ				18:00迄 マデ

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中 惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ														スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル														（全般）				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）
関口 秀隆
第3金 セキグチヒデタカシ

																												山本　智章 ヤマモト

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ				（足・膝・肘） アシヒジ

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ		山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ

																								予約制 ヨヤクセイ				第1水 ダイスイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		嚥下評価
第4水
小股 整 エンゲヒョウカダイスイ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表11 (2)

		外来診療担当表（2020.4月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

久保田　直樹 ウシキタカシココロザシクボタナオキ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														小松　健 コマツタケシ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				18:00迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				山本　智章 ヤマモト

												（肩）

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				望月　友晴 モチヅキトモハ				第1、第2
第4、第5金 ダイダイダイダイキン

								（全般）				受付16:00～ ウケツケ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ				18:00迄 マデ

												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												（全般）				（膝・足）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		山本　智章 ヤマモト				関口　秀隆 セキグチヒデタカシ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		（足・膝・肘） アシヒジ				第3金 ダイキン

										第4火		山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第1水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

				午後 ゴゴ		予約制 ヨヤクセイ						中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第2、第4水 ダイスイ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表12（2020.4Ver.2)

		外来診療担当表（2020.4月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

加瀬　真弓 ウシキタカシココロザシカセマユミ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		田中　惠子 タナカケイコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				18:00迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

												（肩）

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				望月　友晴 モチヅキトモハ				菊池　達哉

								（全般）				受付16:00～ ウケツケ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ				18:00迄 マデ

												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

												（全般）				（全般）

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		山本　智章 ヤマモト				第2、4 ダイ

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		（足・膝・肘） アシヒジ				山本　智章 ヤマモトトモショウ

										第4火		山際　浩史 ヤマギワヒロシフミ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		第1水 ダイスイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

				午後 ゴゴ		予約制 ヨヤクセイ						中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第2、第4水 ダイスイ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表12（2020.6月分)

		外来診療担当表（2020.6月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

加瀬　真弓 ウシキタカシココロザシカセマユミ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				18:00迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（肩）				菊池　達哉

								（全般）				望月　友晴 モチヅキトモハ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		受付16:00～ ウケツケ				（全般）

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				18:00迄 マデ				第2、4 ダイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										第4火		（全般）				山本　智章 ヤマモトトモショウ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモト

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

				午後 ゴゴ		予約制 ヨヤクセイ						中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第2、第4水 ダイスイ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用） (2020.６月)

		外来診療担当表（2020.6月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2020.6月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		菊池　達哉 キクチタツヤ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

														糖尿病の治療
大澤　妙子
第1、第3、第5木 トウニョウビョウチリョウモク										受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）

大森 豪				受付14:30～ ウケツケ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

																												18:00迄　第3水 マデダイスイ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				竹森 繁 タケモリシゲル												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

																												（肩）

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				（要相談） ヨウソウダン												望月　友晴 モチヅキトモハ

																								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

富山　泰行 ゼンパン								第1、3、5　金 ダイキン

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ														受付16:00～ ウケツケ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル														18:00迄 マデ				菊池　達哉 キクチタツヤ

																												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		（全般）				第2、4　金 ダイキン

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ				山本　智章 ヤマモト

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ						山本　智章 ヤマモトトモショウ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		小股 整		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオマリ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

																												嚥下評価
第2、4水
中尾　真理 エンゲヒョウカダイスイナカオマリ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表12（2020.11月分)

		外来診療担当表（2020.11月4日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

加瀬　真弓 ウシキタカシココロザシカセマユミ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				17:30迄　第3水 マデダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（肩）				菊池　達哉

								（全般）				望月　友晴 モチヅキトモハ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		受付15:30～ ウケツケ				（全般）

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				17:30迄 マデ				第2、4 ダイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										第4火		（全般）				山本　智章 ヤマモトトモショウ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ		山本　智章 ヤマモト

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		小股　整 コマタヒトシ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオシンリ

				午後 ゴゴ		予約制 ヨヤクセイ						中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第2、第4水 ダイスイ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表（掲示用） (2020.11月)

		外来診療担当表（2020.11月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2020.11月改定）

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志 ウシキタカシココロザシ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章 ヤマモトトモアキ		菊池　達哉 キクチタツヤ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

														糖尿病の治療
大澤　妙子
第1、第3、第5木 トウニョウビョウチリョウモク										受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）

大森 豪				受付14:30～ ウケツケ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

																												17:30迄　第3水 マデダイスイ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				竹森 繁 タケモリシゲル												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

																												（肩）

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				（要相談） ヨウソウダン												望月　友晴 モチヅキトモハ

																								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

富山　泰行 ゼンパン								第1、3、5　金 ダイキン

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ				もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ														受付16:00～ ウケツケ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル														18:00迄 マデ				菊池　達哉 キクチタツヤ

																												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		（全般）				第2、4　金 ダイキン

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ				山本　智章 ヤマモト

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ						山本　智章 ヤマモトトモショウ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小股 整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		小股 整		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		中尾　真理 ナカオマリ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

																												嚥下評価
第2、4水
中尾　真理 エンゲヒョウカダイスイナカオマリ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表12（2021.4月以降)

		外来診療担当表（2021.4月1日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

秋山　琢洋 ウシキタカシココロザシアキヤマタクヒロシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小池　亮子 コイケリョウコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ						渡部　和敏 ワタナベカズトシ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				第3水 ダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（肩）				菊池　達哉

								（全般）				望月　友晴 モチヅキトモハ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（全般）

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				（全般）				第2、4 ダイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		山本　智章 ヤマモト

										第4火						山本　智章 ヤマモトトモショウ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ

		リハビリテーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		眞田　菜緒 サナダナオ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオシンリ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		小股　整 コマタヒトシ

				午後 ゴゴ		予約制 ヨヤクセイ						中尾　真理 ナカオシンリ

												嚥下評価 エンゲヒョウカ

												第2、第4水 ダイスイ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





【要修正用】外来診療担当表（掲示用） (2021.4月以降)

		外来診療担当表（2021.4月改定） ガイライシンリョウタントウヒョウガツカイテイ																外来診療担当表（2021.4月改定）

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ																「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木 隆志
秋山　琢洋 ウシキタカシココロザシアキヤマタクヨウ		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル		塙 晴雄 ハナワハユウ		塙 晴雄 ハナワハユウ		整形外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本 智章 ヤマモトトモアキ		大森 豪 オオモリゴウ		伊藤 惣一郎 イトウソウイチロウ		山本 智章
渡部　和敏 ヤマモトトモアキワタベカズトシ		菊池　達哉 キクチタツヤ

																								菊池 達哉 キクチタツヤ

														糖尿病の治療
大澤　妙子
第1、第3、第5木 トウニョウビョウチリョウモク										受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池 達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		（急患のみ） キュウカン		佐藤 良一 サトウリョウイチ		（急患のみ） キュウカン				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（膝・足）

大森 豪				受付14:30～ ウケツケ				ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

																												17:30迄　第3水 マデダイスイ

								竹森 繁 タケモリシゲル		佐藤 良一 サトウリョウイチ		竹森 繁 タケモリシゲル				竹森 繁 タケモリシゲル												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

																												（肩）

								（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン		（要相談） ヨウソウダン				（要相談） ヨウソウダン												望月　友晴 モチヅキトモハ

																								ｽﾎﾟｰﾂ傷害治療
（全般）

富山　泰行 ゼンパン								第1、3、5　金 ダイキン

		神経内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小池　亮子 コイケリョウコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ														受付16:00～ ウケツケ

										今村 徹 イマムラトオル				今村 徹 イマムラトオル														18:00迄 マデ				菊池　達哉 キクチタツヤ

																												スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン										骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの
変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		（全般）				第2、4　金 ダイキン

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ								髙橋 榮明 タカハシエイアカ				山本　智章 ヤマモト

																								山本 智章 ヤマモトトモアキ		渡邊 慶
第4火 予約制 ワタナベケイ						山本　智章 ヤマモトトモショウ

																								予約制 ヨヤクセイ

																		リハビリ
テーション科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		眞田　菜緒 サナダナオ		小股　整 コマタヒトシ		中尾　真理 ナカオマリ		﨑村 陽子 サキムラヨウコ		小股　整 コマタヒトシ

				午後 ゴゴ				今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ		佐藤 尚子 サトウナオコ		今井 信行 イマイノブユキ		今井 信行 イマイノブユキ

																												嚥下評価
第2、4水
中尾　真理 エンゲヒョウカダイスイナカオマリ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116		歯科予約 シカヨヤク		025-388-2124		医療相談 イリョウソウダン		025-388-2120





新外来診療担当表12（2021.5月以降)

		外来診療担当表（2021.5月19日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

秋山　琢洋 ウシキタカシココロザシアキヤマタクヒロシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		神経
内科 シンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小池　亮子 コイケリョウコ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療 ワスシンリョウ

										今村　徹 イマムラトオル				今村　徹 イマムラトオル

										（再来のみ） サイライ				（新患のみ） シンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ						渡部　和敏 ワタナベカズトシ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				第3水 ダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（肩）				菊池　達哉

								（全般）				望月　友晴 モチヅキトモハ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（全般）

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				（全般）				第2、4 ダイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		山本　智章 ヤマモト

										第4火						山本　智章 ヤマモトトモショウ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ

		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		眞田　菜緒 サナダナオ		小股　整 コマタヒトシ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		小股　整 コマタヒトシ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120





新外来診療担当表12（2021.6月18日以降) 

		外来診療担当表（2021.6月18日以降） ガイライシンリョウタントウヒョウガツニチイコウ

		「予約制」は、予約が必要な診療科です。 ヨヤクセイヨヤクヒツヨウシンリョウカ

		診療科 シンリョウカ		受付 ウケツケ				月曜日 ゲツヨウビ		火曜日 カヨウビ		水曜日 スイヨウビ		木曜日 モクヨウビ		金曜日 キンヨウビ

		内科 ナイカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		牛木　隆志

秋山　琢洋 ウシキタカシココロザシアキヤマタクヒロシ		佐藤　良一 サトウリョウイチ		竹森　繁 タケモリシゲル		塙　晴雄 ハナワハユウ		塙　晴雄 ハナワハユウ

														糖尿病の治療 トウニョウビョウチリョウ

														大澤　妙子 オオサワタエコ

														第1、第3、第5

														木 モク

				午後 ゴゴ		13:45
～
15:45		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		（急患のみ）
佐藤　良一
（要相談） キュウカンサトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン		佐藤　良一 サトウリョウイチ		（急患のみ）
竹森　繁
（要相談） キュウカン

		脳神経
内科 ノウシンケイナイカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		小池　亮子 コイケリョウコ		もの忘れ診療
今村　徹
（再来のみ） ワスシンリョウ		大津　裕 オオツユウ		もの忘れ診療
今村　徹
（新患のみ） ワスシンリョウシンカン

		整形
外科 セイケイゲカ		午前 ゴゼン		8:45
～
11:30		山本　智章 ヤマモト		大森　豪 オオモリゴウ		伊藤　惣一郎 イトウソウイチロウ		山本　智章 ヤマモト		菊池　達哉

								菊池　達哉 キクチタツヤ						渡部　和敏 ワタナベカズトシ

								受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行		菊池　達哉 キクチタツヤ		受付8:30～ ウケツケ		富山　泰行

				午後 ゴゴ		15:30
～
17:30		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				受付14:30～ ウケツケ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								（膝・足）				第3水 ダイスイ				（全般）

								大森　豪 オオモリゴウ				スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				第1、3、5 ダイ

								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（肩）				菊池　達哉

								（全般）				望月　友晴 モチヅキトモハ

								富山　泰行 トミヤマヤスユキ								スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ

								骨粗鬆症の診療 コツソショウショウシンリョウ		慢性腰痛・せぼねの変形の治療 マンセイヨウツウヘンケイチリョウ		スポーツ傷害治療 ショウガイチリョウ				（全般）

								髙橋　榮明
山本　智章
（13:30～15:00） ヤマモト				（全般）				第2、4 ダイ

										渡邊　慶 ワタナベケイ		山本　智章 ヤマモト

										第4火						山本　智章 ヤマモトトモショウ

								予約制 ヨヤクセイ		予約制 ヨヤクセイ

		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 カ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		眞田　菜緒 サナダナオ		小股　整 コマタヒトシ		眞田　菜緒 サナダナオ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ		﨑村　陽子 サキムラヨウコ

		歯科
歯科口腔外科 シカシカコウクウゲカ		午前 ゴゼン		予約制 ヨヤクセイ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

				午後 ゴゴ				今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ		佐藤　尚子 サトウナオコ		今井　信行 イマイノブユキ		今井　信行 イマイノブユキ

		（予約お問合せ電話番号）9:00受付開始 ヨヤクトイアワデンワバンゴウウケツケカイシ

		予約センター ヨヤク						025-388-2116

		歯科予約 シカヨヤク						025-388-2124

		医療相談 イリョウソウダン						025-388-2120
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NIIGATAREHABILITATIONHOSPITAL
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整形外科は分野が多く分かれているのが特徴です。私自身、専門は膝、肩、

足部、スポーツ分野、骨折などの一般外傷で、専門分野の手術を行なってい

ます。しかし、整形外科は手術だけをやっているわけではなく外来診療もあ

り、四肢全般、脊椎系、骨粗鬆症、リウマチ、神経系疾患などにも対応し、

投薬、リハビリテーションなどの治療を行なっています。またその年齢層に

も幅があり、小児から高齢者まで幅広く、年齢の違いによっても疾患の種類

も変化します。

図１：手術支援ロボット
(コンピューターユニットとハンドピース型ロボット)

図２：コンピューター画面に患者様の骨の形状と
靭帯の状態を表示させ、最適な手術計画を立案

リハビリテーション科 医師 眞田 菜緒

今年4月より新潟リハビリテーション病院に入職しリハビリテー

ション科に勤務しております眞田菜緒と申します。

リハビリテーションは、整形外科疾患、脳神経系疾患のみならず、

内科系、外科系、すべての分野に関わる領域です。

機能を再獲得するという意味を持つリハビリテーションですが、障

害が残ると、生活するために介護が必要になったり、仕事ができなく

なってしまったりすることがあります。急性期病院では多くの疾患を

抱える患者様や重症な患者様も多く、効果的にリハビリを行うことが

困難で、今までの生活と大きく変化し、自分らしい生活が送れなく

なってしまったことを悲観される方を、多く見てまいりました。その

反面、全く動けない状況から身体を起こしていられるようになったこ

とを共に喜んだり、少しの変化でも満足を得られるのだということも

知りました。

当院では、膝痛の患者様が多く受診されており、

最近では高齢者の変形性膝関節症で手術を受ける

方が増えています。そこで昨年末から、赤外線誘

導式手術支援ロボット NAVIOTM（Smith＆

Nephew社製）を導入して人工膝関節置換術を

行っています。

手術支援ロボットの活用は、より正確な手術手

技を可能にして手術の合併症リスクを減らすとと

もに耐用年数の延長など患者様にとっても大きな

メリットをもたらす可能性が考えられます。

変形性膝関節症、関節リウマチなどに対

する人工膝関節置換術で使用します。

どのような手術で使うの ?

整形外科 医師 富山 泰行

高齢の方の多くは、関節や腱、靭帯の変性を伴う疾患があります。加齢による変化が主なもので、負荷

や関節炎を契機に痛みが増加し、症状が改善せずに来院されるケースが多くあります。基本は外来での保

存療法が選択されます。痛みの原因となっているものが何か、最初の頃の痛みと場所や性質が変わってき

ていないか、丁寧に診察することで、肩や膝が痛いという状態から、肩・膝のこの部分が痛いといったこ

とがわかってきます。レントゲン画像やCT,MRIだけでは変性疾患は痛みの箇所を判別することが難しい

場合もあり、診察所見、画像所見、エコー、採血データなども使って確認していきます。そうすることで、

痛みの原因を詳しく分析することができ、必要な投薬、リハビリテーションを行うことで治療します。こ

の時点でほとんどの方の症状が改善し、手術を免れることができますが、一部には症状が改善しない患者

さんもおられます。そういった場合に必要な症例には手術加療を行なっています。

当院では膝の人工関節には県内初のロボット支援手術を行い、膝と肩と足では関節鏡を用いた小侵襲の

手術も行っています。術後のリハビリテーションもしっかり行い、術後ケアが充実したサポート体制を敷

いています。

患者さんに寄り添って、適切な医療の提供を目指していきたいと思っています。

赤外線誘導式人工膝関節手術支援ロボットの導入健康管理センター 医師 長野 智展

当センターで行っている健康診断について、そもそもの健康診断の

意義について説明したいと思います。

まず第一はがんを早期に発見できることです。それまで健康診断を

受けていなくて見つかった時はすでに末期がんで余命わすかという

ケースも少なくありません。 大腸がん、前立腺がん、乳がん、胃が

んなどが早期発見できる良い例です。

健康診断の目的は自覚症状のない病気の早期発見にあります。いわ

ゆる生活習慣病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、痛風などの早期発見

です。中でも自覚症状がなくて最も怖いのが糖尿病です。糖尿病は自

覚症状が全くありませんので、健康診断を受けない限り、発見するこ

とは出来ません。

糖尿病を気づかないまま放って置くと失明したり、人工透析になったり、壊疽になったりなど重

症化することがしばしばあります。自覚症状のない生活習慣病の予防、早期発見のために年に1回

は健康診断を受けることをお勧め致します。自覚症状のない病気やがんを早期に発見できて健康診

断を受けて良かったと思って頂ければと思います。

ご紹介が
遅くなり
ました

昨年4月に着任

病気にかかる前の状態に戻すのがなかなか困難中でも、様々な職種のスタッフが連携して一人の

患者様に向きあい、患者様自身が納得できる範囲で少しでも自分らしい生き方に復帰できるよう支

援を行うこともリハビリの役目だと考えております。入院された患者様に対しては納得のいく社会

復帰を、外来の患者様に対しては納得のいく社会参加を継続できるよう支援を継続していきたいと

思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
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