
【東葛クリニック病院 ３月の外来担当医予定表】 

外来診療予約電話 フリーダイヤル ℡ 0 1 2 0 – 1 1 3 – 7 5 1 （受付時間 8：30～16：30） 

※当院は予約制となっております。診察券をお持ちの方はお手元にご用意の上、お電話ください。 

※諸事情により担当医が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

午前 ［診療時間 9：00～12：30］                                        （2023 年 2 月 25 日現在） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

内科 

打田 

小野﨑 村山 

藤田 延藤 小野﨑 

延藤 
小野﨑(第 1,3,5 週）

（9：00～11：00） 
村山 亀山（第 1,3,5 週） 

外科（ｱｸｾｽ外来） 内野 佐々木 佐々木 内野 中井 

小櫃（第 1 週）        

（9:00～10:30）    

内野（第 2 週） 

佐々木（第 4 週） 

外科(腎不全外来）  東（仲）   東(仲)（第 2,4 週）  

腎臓内科 打田 小野﨑  藤田 髙橋（第 1,3,5 週） 
小野﨑 

安田（第 4 週） 

呼吸器内科 亀山    秋元  

循環器内科    朴澤（9：30～）   

消化器外科    秋山 深沢  

泌尿器科（腎移植） 冨田（第 1,3,5 週）  冨田 冨田  乾（腎移植/ 第 3 週） 

整形外科   日医大   遠藤（第 2,4 週） 

糖尿病内科 川越（千） 恩田  川越（千）   

神経内科   深江    

乳腺外科  西     

内視鏡外来（胃） 秋山 太田 志田 深沢  谷口（第 3 週） 

ｽﾄｰﾏ外来    秋山（第 2,4 週）   

 

午後 ［診療時間 14：00～17：00］ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

内科 打田  村山 藤田 
村山 

 
延藤 

腎臓内科 打田   藤田 髙橋 安田（第 4 週） 

呼吸器内科  亀山     

循環器内科 朴澤（14:30～） 中嶋     

泌尿器科 
冨田（第 1,3,5 週） 

※検査のみ 

冨田 

※検査のみ 
 

冨田 

※検査のみ 
 新美（第 1,3,5 週） 

整形外科   日医大   市丸 

呼吸器外科      鈴木(14:30～16:00） 

血管外科 

（循環器外科） 
  川合（第 2,4 週） 東（隆）   

糖尿病内科  川越（千）  川越（千）   

神経内科   
深江 

（13：30～15：00） 
   

腎炎外来          小林（第 1,3 週）  

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科   伊藤     

内視鏡外来(大腸）  太田 志田  深沢 
太田（第 1 週） 

谷口（第 3 週） 

創傷ｹｱ外来 

（診療 13：30 より） 
    

内野（第 1，2，4 週） 

佐々木（第 3 週） 
 



2023 年 3 月の休診は以下の通りです 

 

診療科目 担当医 休診日       

泌尿器科 冨田 

2 日（木） 午後 

6 日（月） 午後 

14 日（火） 午後 

内科・腎臓内科 

藤田 9 日（木） 午前/午後 

打田 20 日（月） 午前/午後 

髙橋 24 日（金） 午後 

糖尿病内科 
川越（千） 20 日（月） 午前 

恩田 28 日（火） 午前 

血管外科 東（隆） 23 日（木） 午後 

大腸内視鏡 深沢 
24 日（金） 午後 

31 日（金） 午後 

神経内科 深江 29 日（水） 午前 

消化器外科 深沢 31 日（金） 午前 

 

 
※ 3 月 28 日（火）をもちまして、乳腺外科（毎週火曜日 午前 西常博医師）の外来診療を

終了いたします。 

※ 3 月 31 日（金）をもちまして、内科の村山紘医師（毎週水金曜日午前/午後） 

  の診療を終了いたします。後任の和氣正樹医師の内科・循環器科診療を 

4 月 4日（火）より開始いたします。 

（毎週火曜日 午前、毎週水曜日 午前/午後）

※ 3 月の毎週水曜日（午前・午後）の整形外科は日医大医師が診療を行います 

※ 呼吸器外科は、都合により代診になることがあります   

※ 21 日（火） は、祝日のため休診となります 

 

 
発熱症状がある方へのお願い 

37 度以上の発熱症状がある方は、来院される前に必ず電話にてご連絡ください
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