
　　令和５年４月１日現在

月 火 水 木 金 備 考

内科 午前 51（新患） 影向一1/安部2/夏井3・5/丸山4 藁谷1・3/影向一2・4・5 青木　志門 田辺恭1・4/木村2/水戸部3/鈴木隆5 木村1・2・4/水戸部3/黒田5

52（消化器1） 佐々木　俊哉 堂森　浩二 夏井　正明 佐々木　俊哉 夏井　正明

53（消化器2） 小林　隆昌 成瀬　匠 高橋　俊作 渡辺　雅史 小山　究太郎

　　　　54（腎） 小川　麻 丸山　俊太郎 羽深　将人 なし 藁谷　友1･3･5

　　　　55（血液） 黒田　裕行 鈴木　隆晴 水戸部　正樹 黒田　裕行 鈴木　隆晴

60（循環器１） 吉田　剛 田辺　恭彦 坂口　裕太 吉田　剛 薄田　英樹

62（循環器２） 和泉　大輔 薄田　英樹 和泉　大輔 中山　純一 田辺　恭彦

63（代謝内分泌） 鈴木　裕美 北澤　勝（大学医師） 安部　正夫 砂田　大介 鈴木　裕美

　　　　64（呼吸器１） 富士盛　文夫 青木　志門 太田　毅 島津　翔 田邊　嘉也

65（呼吸器２） 太田　毅 牧野　真人 竹内　寛之 富士盛　文夫 牧野　真人

午後 　　　　54（腎） 小川　麻 丸山　俊太郎 羽深　将人 小川　麻 なし

　　　　55（血液） 黒田　裕行 鈴木　隆晴 水戸部　正樹 黒田　裕行 鈴木　隆晴

60（ペースメーカー外来） 吉田1/和泉2/坂口裕3/薄田4/中山5 なし なし なし なし

　　　　63（代謝内分泌） 砂田　大介 北澤　勝（大学医師） 鈴木　裕美 なし 安部　正夫

　　　　65（呼吸器SAS） ※島津　翔 ※田邊　嘉也 なし 田邊嘉1/牧野2/平田3/竹内4 なし ※再来予約のみ

緩和ケア 午前 36（緩和ケア） ※大塚　道人 ※上馬塲伸始 なし なし なし

午後 36（緩和ケア） 清野　康夫 なし ※牧野　真人4 ※塚原　明弘2 佐々木俊哉・若井綾子

脳神経内科 02（再来） 新保　淳輔 小池　佑佳（大学医師） 福島　隆男 福島　隆男 羽入　龍太郎（大学医師）

（新患）予約外 井上　歩 福島　隆男 新保　淳輔 鈴木　奈穂美 滑川　将気

午後 02（再来） 井上　歩 なし なし 鈴木　奈穂美 滑川　将気

外科 午前 30（1診） 塚原　明弘（新・再） 塚原　明弘（新・再） 畠山　悟（新） 角田　知行（新・再） 角田　知行（新・再）

31（2診） 大橋　拓（新・再） 畠山　悟（再） 羽入　隆晃（新・再） 大橋　拓（新・再） 麻酔科　術前外来

35（3診） なし 池田　義之（乳腺）（新） 池田　義之（乳腺）（再） 羽入　隆晃（新・再） 池田　義之（乳腺）（再）

午後 35 なし 池田　義之（乳腺）（新） 池田　義之（乳腺）（再） なし 池田　義之（乳腺）（再）  

31（ストーマ外来） なし なし なし 下田　聡 なし

31（セカンドオピニオン外来） なし 外科医師 なし なし なし

心臓血管外科 午前 66 竹久保　賢 島田　晃治（再来のみ） なし なし 島田　晃治 心臓手術の紹介は金曜日に受診してください

呼吸器外科 午前 66 なし なし 北原　哲彦 北原　哲彦 なし

午後 66 北原　哲彦 なし 北原　哲彦 北原　哲彦 なし ※新患：月・水・木曜日午後のみ

整形外科 午前 12（新患） 三輪　仁（手・上肢） 須田　健（股・下肢） 澁谷　洋平（脊椎） 佐藤1・3・5／澁谷2・4（再来） 穂刈　翔（肩・膝・スポーツ） FAX予約のみ

13（再来1） 佐藤　剛 坂爪　佑輔（膝・下肢・その他新患） 三輪　仁 穂苅　翔 須田　健

14（再来2） 穂苅　翔 坂口　彰(新患） 鄭　賢晧（新患） 白野　誠(股・下肢)（新患） 上原　優斗（手・上肢）（新患）

処置・予約外・復券 上原　・　坂爪　・　坂口 穂苅　・　鄭　・　白野 須田　健　・　上原　優斗 鄭　・　坂口　・　坂爪 鄭　・　坂爪

午後 （股関節外来） なし 大学医師 なし なし なし 火曜日１４：００～　第１・５ 大学医師

（脊椎外来） なし なし なし ①佐藤　剛（脊椎新患）②澁谷洋平 なし １３：００～　　※佐藤　第２・４　１３：３０～

（骨粗鬆症外来） なし なし なし 今井　教雄 なし １３：００～１６：００　※第２・４・５木曜日のみ

形成外科 午後 12 中島　順子 なし なし 中島　順子 なし 予約外を受けない

脳神経外科 午前 03（新患） 佐藤　圭輔 矢島　直樹 矢島　直樹 佐藤　圭輔 坂井1/毛利2・3・4・5

04（再来） 坂井　貴一 矢島　直樹 佐藤　圭輔 毛利　祐大 矢島　直樹

小児科 午前 75 なし 飯田　知子 なし 飯田　知子 飯田　知子 新患・再来の区分なし

（紹介状不要） 76 長谷川　聡 江村　重仁 江村　重仁 鳥越　司 長谷川　聡

77 長谷川　博也 金子　孝之 計良　杏美 佐々木　直 榊原　清一

午後 75 なし 乳児健診（交替） なし なし 乳児健診（交替）

専門外来　76 江村　重仁（アレルギー） 長谷川　聡（心エコー） なし 飯田　知子（心身症） 長谷川　聡

専門外来　77 金子　孝之（発達） 佐々木　直（内分泌） 榊原　清一（発達） 長谷川　博也（腎臓） 鳥越　司（循環器） ※第３火曜　大学医師（内分泌・77）

小児心身症科 午前 75 塚野　喜恵 なし 塚野　喜恵 なし なし

午後 75 塚野　喜恵 なし 塚野　喜恵 塚野　喜恵 なし

産婦人科 午前 06（婦人科） 鈴木　沙奈恵 浅野　堅策 横尾　朋和 浅野　堅策 小川　裕太郎

08（産科） 浅野　堅策 横尾　朋和 小川　裕太郎 大学医師／鈴木沙奈恵 大学医師／鈴木沙奈恵

耳鼻科 午前 72 甲斐　竜太 大野　佑樹 大野　佑樹 甲斐　竜太 甲斐　竜太

73 清水　蓉子 なし 清水　蓉子 なし 大野　祐樹

午後 なし 大学医師 なし なし なし ※再来予約のみ

眼科 午前 67 大矢　佳美 大矢　佳美 大矢　佳美 大矢　佳美 大矢　佳美

皮膚科 午前 26 三井田　博 三井田　博 三井田　博 三井田　博 三井田　博

（紹介状不要） 27 なし なし なし 大学医師 なし

泌尿器科 午前 21 波田野　彰彦 なし 宮島　憲生 なし 小松　集一 ①予約のみ10時終了

24 ①宮島　憲生 宮島　憲生 小松　集一 ②小松　集一 宮島　憲生 ②（木）11時終了（受付は１０時まで）

午後 21 波田野　彰彦 なし 波田野　彰彦 なし 波田野　彰彦 午後は予約のみ

24 なし 宮島　憲生 小松　集一 なし 宮島　憲生

26 なし なし 宮島　憲生 なし 小松　集一

精神科 午前 80 髙野　紗都子（大学医師） 松澤　幸治 森川　亮（大学医師） 大塚　道人 上馬塲　伸始

82 上馬塲　伸始 大塚　道人 上馬塲　伸始 松澤　幸治 松澤　幸治

午後 80 髙野　紗都子（大学医師） 松澤　幸治 なし 大塚　道人 上馬塲　伸始

放射線科 午前 16 吉村　奈津実（大学医師） 清野　康夫 笹本龍太（大学医師）・清野康夫 山名展子・清野康夫 山名展子・清野康夫 新患は月・水・木・金(要予約)

午後 16 吉村奈津実(大学医師）・清野康夫 なし なし なし なし

麻酔科 新患は要予約（制限有）

術前外来は要予約（制限有）

歯科 口腔外科 午前 新患 大学医師 梁／永沼／山蔦 梁／永沼／山蔦

再来 大学医師 梁／永沼／山蔦 梁／永沼／山蔦

午後 01 ※外来手術・処置 ※外来手術・処置 ※外来手術・処置 ※外来手術・処置 ※外来手術・処置 ※再来のみ

救急科 午前 救外 髙村　直樹 星野　芳史 大学医師 大学医師 大学医師

午後 救外 髙村　直樹 星野　芳史 大学医師 大学医師 大学医師

新潟県立新発田病院 診療業務等担当医一覧表

新患は全日要予約 ※月～金午前・午後随時

午前

梁／永沼／山蔦／大学医師 梁／永沼／山蔦／大学医師

①水曜日・再来予約のみ
　水曜日に限って通常のFAX、新規患者受診不可
②他院精神科・心療内科を通院中の方は紹介状
　　が必要

午前 10 なし
平石　舞

（ペインクリニック再来）
若井綾子1・3・5／平石2・4

（ペインクリニック新患）
小川・本間（毎週交替）

（術前外来）
若井　綾子

（ペインクリニック再来）


