
　　　　　　　　　　　　　 2022.09.28

月 火 水 木 金 土 日
受付 8:00～12:00    3･17･24日 相澤 信行 相澤 信行 相澤 信行 相澤 信行(13日 10:30迄)   14･･21･28日 山之上 弘樹               相澤 信行

           鈴木 尚亨 山之上 弘樹 鈴木 尚亨 山之上 弘樹               上田 雄大    15･22･29日 山之上 弘樹
             上田 雄大 嘉手納 満雄 羽根田　破 羽根田　破               小倉 祥之  8･15･22･29日 上田 雄大

　    15･22･29日 柴田 一馬

呼吸器内科 高橋 耕治

          1日 石浦 浩之
          15日 松川 敬志  

糖尿病外来 21日 10:00～ 担当医

腎臓内科外来 　          15日 担当医

循環器内科        8･22日 千藏 春臣

　 森 光生  池田 篤 東 弘太郎 9:30～ 林 恭弘 森 光生   1･8･15･29日 東 弘太郎
　  　　　　　　　　　　　　　 14･28日 村山 弘之(予約制) 　　　　　　　　　　　　　

佐野 晃久 佐野 晃久 佐野 晃久 佐野 晃久 佐野 晃久     1･15･29日 佐野 晃久(11:00迄)

堀川　明 堀川　明 堀川　明 堀川　明 堀川　明        8･22日 堀川　明
     窪田 秀次郎(15日 11:00迄)

心臓血管外科           8日 城田 和明

形成外科(受付10:30迄)      1･8･29日 9:30～ 岡本 年弘

乳腺外科 9:30～ 溝口 順子

脳神経外科 担当医

八尾 徳明 八尾 徳明 木村　慶子 八尾 徳明 八尾 徳明  八尾 徳明

3･17日 墨　一郎 墨　一郎 墨　一郎        8･22日 墨　一郎

         6日 宮下 由紀恵 16日 猿木 和久
        13日 土井　亘 (予約制)

        20日 福島　美香
        27日 手束 貴彦

太田 靖之

田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸
佐野 宏美 佐野 宏美 佐野 宏美 佐野 宏美 佐野 宏美 　　　　　　　　　　　　　

       21日 瀧　正彬

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

13:00～13:30 禁煙外来

14:00～15:00 内科 3･17･24日 相澤 信行 相澤 信行 6･20･27日 相澤 信行

13:00～16:00       7･21日 田中 耕一郞
     14･28日 玉嶋 貞宏

13:00～17:00 外　　科      14･28日 村山 弘之

14:00～17:00 脳神経外科         21日 権藤 学司

14:00～16:30 アレルギー外来 八尾 徳明

14:00～16:00 健診・予防接種   予防接種 八尾 徳明 乳児検診 八尾 徳明

14:00～16:00 恵　謙　 恵　謙　

14:00～17:00 田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸 田中 信幸
佐野 宏美 佐野 宏美 佐野 宏美 佐野 宏美

       21日 瀧　正彬
受付 16:30～18:00

池田　篤 森　光生 東　弘太郎 東　弘太郎

八尾 徳明  八尾 徳明

佐野 晃久 / 堀川 明

田中 信幸 　 　 　 田中 信幸 / 21日 瀧 正彬 　

　　静岡徳洲会病院　　℡　054-256-8008（代表）
　　 　　　　     　　　　　FAX　054-256-8020

10月外来診療のご案内
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歯科口腔外科(予約制)

漢方外来

歯科口腔外科(予約制)

外
科
系

歯科口腔外科

　               〒421-0193　静岡市駿河区下川原南11番1号
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小児科

内
科
系
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科
系

整形外科

　【お問い合わせ先】

泌尿器科

婦人科(9:00～12:00)

外科

恵　謙　

外　　科

恵　謙　恵　謙　

耳鼻咽喉科

整形外科

面会 禁止

○ 外科 … 22（土）

○ 耳鼻咽喉科 … １(土) ・ 15(土) ・ 24(月) ・ 29(土) ・ 31(月)

【休診のお知らせ】

木曜日の泌尿
器科に、予約
なしで受診され
る場合は、
事前に連絡を
お願いします

《完全予約制》

一般 ： 10/12～12/14 月・水曜日

10月 … 15：00～16：00 17：00～

11月・12月 … 15：00～16：00

小児 ： 10/18～12/13 火曜日

14：00～15：30

予約 (10/3 開始） 月～金曜日 13：00～16：30

☎ ０５４－２５６－８００８(代表)

【インフルエンザ予防接種のお知らせ】
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