
※←変更箇所

科名科名科名科名 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 土土土土

※総合診療科※総合診療科※総合診療科※総合診療科 8：30～ 鈴木　龍児 東　光久 宮下　淳 林　理生 第2・4・5は
　11：30 林　理生 片山　皓太 齊藤　悠太 長沼　透 　　　交代で診察

矢野　徹宏 ※
※第一内科※第一内科※第一内科※第一内科 8：30～ ※岡本　裕正 ※応援医師 応援医師 ※小林　茂之 第2・4・5は
 　消化器内科 　11：00 ※永井　博 ※応援医師 小林　茂之 ― 　　　交代で診察
　 一般内科 ― ※岡本　裕正 ― ※岡本　裕正
※第二内科※第二内科※第二内科※第二内科 8：30～ 第1・3・5 第2・4

　循環器・一般内科 　11：30 大和田　卓史 齋藤　富善 斎藤　恒儀 齋藤　富善 大和田　卓史 齋藤　富善 第2・4・5は
　血液・一般内科 ※松本　勇人 三田　正行 中村　研一 前原　和平（循環器） 中村　研一 ※松本　勇人 　　　交代で診察
　循環器・一般内科 ※一條　靖洋 泉田　次郎 大和田　卓史 泉田　次郎 ※一條　靖洋 泉田　次郎

福島医大（血液）
齋藤　富善（予約制） 福島医大（循環器） 斎藤　富善（予約制）

第3木曜日午後 肺高血圧外来　中里　和彦（予約のみ）
第三内科第三内科第三内科第三内科 8：30～ 平井　裕之 平井　裕之 田中　健一 高橋　充彦 草野　良郎
　糖尿病 　11：30 　（腎臓内科） 　（内分泌） 平井　裕之
　腎・高血圧 草野　良郎 平井　裕之
　代謝・内分泌 13：30～ 草野　良郎 ― ― ― ―
　一般内科 　15：30 （予約診療のみ）
呼吸器科呼吸器科呼吸器科呼吸器科 内科 福島医大 鈴木　茂毅

8：30～ ― 前原　和平 ― 前原　和平/大杉　純
　11：00 （予約診療のみ） （予約診療のみ） 第2・4・5は
外科 大杉　純 大杉　純 　　　予約診療のみ
8：30～ ― ― 福島医大
　11：00 （予約診療のみ） （新患受付10：30まで）

※小児科※小児科※小児科※小児科 8：30～ 村井　弘通 菅野　修人 村井　弘通 村井　弘通 第2・4・5は
　11：30 山田　美香 山田　美香 福島医大 福島医大 　　　交代で診察

※嶋　恵理子 ※嶋　恵理子 菅野　修人 山田　美香
（心エコー外来） ※嶋　恵理子 ※嶋　恵理子
富田　陽一
＜予約制＞ ＜予約制＞ ＜予約制＞

 14：00～ 一般外来15：00まで １ヶ月健診 第4 鈴木　順造 予防接種15：00まで 未熟/慢性児外来

村井　弘通      受付13：30まで 　腎臓・アレルギー （予約制） （　　） ―
山田　美香          　疾患外来 （　　）
※嶋　恵理子 村井　弘通

 福島医大
※心療内科※心療内科※心療内科※心療内科  8：30～ ― 板垣　俊太郎 ― ― ※野崎　途也
（再診のみ） 　11：30
（新患は受付て 13：30～ ― 板垣　俊太郎 ― ― ―
　　　おりません） 　15：00
※脳神経内科※脳神経内科※脳神経内科※脳神経内科  8：30～ ― ― ― ― ―

　11：00
※外科※外科※外科※外科 8：30～ 竹村　真一 竹村　真一（予約のみ） 神賀　貴大 ※金原　圭吾 第2・4・5は

　11：00 神賀　貴大（予約のみ） 応援医師 ※金原　圭吾（予約のみ） 　　　紹介予約診療のみ

土井　孝志（予約のみ） 土井　孝志（予約のみ）

＜予約制＞ ＜予約制＞ ＜予約制＞
肛門外科（14：00～） ― ヘルニア外来 乳腺外科（14：00～） ―
竹村　真一 神賀　貴大 土井　孝志

※整形外科※整形外科※整形外科※整形外科 （予約診療のみ）
8：30～ 鈴木　幹夫 中村　結香子 ※小林　賢司 鈴木　幹夫 第2・4・5は
　11：00 ※小林　賢司 茂呂　貴知 茂呂　貴知 ※中村　結香子 　　　交代で診察

中村　結香子 ※草野　敬悟 脊椎疾患専門外来 ※草野　敬悟
加藤　欽志

14：00～ 第1・3（予約診療） 第1・3・5（予約診療）

　15：30 膝関節疾患専門外来 肩関節疾患専門外来 ― ―
土屋　原 宍戸　裕章

脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科 8：30～ 三野　正樹 三野　正樹 手術日 三野　正樹 応援医師
　11：00 （急患のみ診察） 　　　交代で診察

※産婦人科※産婦人科※産婦人科※産婦人科 産科 福田　薫 中村　聡一 山内  隆治 福田　薫 第2・4・5は
8：30～ ※ 福島医大 鈴木　大輔 福島医大 　　　交代で診察

（月・火曜日 　11：00
 受付10時まで） 婦人科 山内　隆治 鈴木　大輔 福島医大 中村　聡一 第2・4・5は

8：30～ 中村　聡一 山内  隆治 福田　薫 山内  隆治 　　　交代で診察
　11：00
13：30～ 手術 １ヶ月健診 手術、助産師外来 母親学級 手術 ―

眼科眼科眼科眼科 8：30～ 伊勢　重之 伊勢　重之 手術 伊勢　重之 伊勢　重之
（予約制） 　11：30 福島医大 福島医大

13：30～ 手術 検査 検査 手術・検査 検査 ―
耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科 8：30～ 石川　浩男 大島　猛史 石川　浩男 石川　浩男 福島医大 大学医師
（火・金・土曜日 　11：00 國井　美羽 國井　美羽 國井　美羽 國井　美羽 石川/國井交代で診察
 　　      9時～） 13：30～ 検査 手術 手術 特殊外来 ―
皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科 8：30～ 佐藤　正隆 佐藤　正隆 佐藤　正隆 佐藤　正隆 佐藤　正隆

　11：30 （予約のみ）
※形成外科※形成外科※形成外科※形成外科 8：30～ 平野　真希 平野　真希 平野　真希 平野　真希 平野　真希

　11：30 ※（予約のみ） （予約のみ）
13：30～ 手術 手術 手術 手術 ―

※泌尿器科※泌尿器科※泌尿器科※泌尿器科 8：30～ 喜屋武　淳 喜屋武　淳 祢津　晋久 喜屋武　淳 第2・4・5は
　11：30 祢津　晋久 ※大久保　鉄平 ※大久保　鉄平 ※大久保　鉄平 　　　交代で診察

※放射線科※放射線科※放射線科※放射線科 浦部　真平 浦部　真平 浦部　真平 浦部　真平 ―
河野　崇行 河野　崇行 河野　崇行

麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科 岡崎　美智弥 岡崎　美智弥 岡崎　美智弥 岡崎　美智弥 岡崎　美智弥 岡崎　美智弥
心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科 佐戸川　弘之 ― ― ― ―
緩和ケア相談外来緩和ケア相談外来緩和ケア相談外来緩和ケア相談外来 ― ― ― ― 13：30～（予約制） ―

ホームページ　http://www.shirakawa-kosei.jp

祢津　晋久
※河野　崇行

―

ＪＡ福島厚生連　白河厚生総合病院　　　　ＴＥＬ０２４８－２２－２２１１ＪＡ福島厚生連　白河厚生総合病院　　　　ＴＥＬ０２４８－２２－２２１１ＪＡ福島厚生連　白河厚生総合病院　　　　ＴＥＬ０２４８－２２－２２１１ＪＡ福島厚生連　白河厚生総合病院　　　　ＴＥＬ０２４８－２２－２２１１

喜屋武　淳

中村　聡一
福島医大

福島医大
（第1・3・5）

石川　浩男
特殊外来
佐藤　正隆

手術

平野　真希

鈴木　大輔
山内　隆治

（予約のみ）

（予約のみ）

三野　正樹

竹村　真一（予約のみ）

神賀　貴大（予約のみ）

土井　孝志

―

鈴木　幹夫
茂呂　貴知
齋藤　弘晴

―

菅野　修人
福島医大
山田　美香

＜予約制＞

福島医大

（　　）は村井・菅野・山田・嶋のいずれかが担当　　

―

―

※榎本　博之

※嶋　恵理子

東　光久
※
※永井　博

―
岡本　裕正

草野　良郎

―

福島医大
（予約診療のみ）

前原　和平

鈴木　龍児

外　来　診　療　案　内外　来　診　療　案　内外　来　診　療　案　内外　来　診　療　案　内
受付時間　　　８時００分から１１時３０分（各診療科ごと、曜日ごとに受付時間が変更になる場合がありますのでご注意ください）受付時間　　　８時００分から１１時３０分（各診療科ごと、曜日ごとに受付時間が変更になる場合がありますのでご注意ください）受付時間　　　８時００分から１１時３０分（各診療科ごと、曜日ごとに受付時間が変更になる場合がありますのでご注意ください）受付時間　　　８時００分から１１時３０分（各診療科ごと、曜日ごとに受付時間が変更になる場合がありますのでご注意ください）
休診日　　　　 日曜日　祝日　第１・３土曜日　お盆（８／１６）　年末年始（１２／３０～１／３）休診日　　　　 日曜日　祝日　第１・３土曜日　お盆（８／１６）　年末年始（１２／３０～１／３）休診日　　　　 日曜日　祝日　第１・３土曜日　お盆（８／１６）　年末年始（１２／３０～１／３）休診日　　　　 日曜日　祝日　第１・３土曜日　お盆（８／１６）　年末年始（１２／３０～１／３）

平成31年4月1日平成31年4月1日平成31年4月1日平成31年4月1日

金金金金


