
戸畑共立病院 外来診療案内
            月曜～金曜 診療受付時間

診察時間

            土曜 診療受付時間
◆お問合せ先◆ 診察時間
外来直通：(093)871-5496
代表：(093)871-5421

月 火 水 木 金 土
総合 加藤　達治 福嶋　博文 下河邉正行 大津　健聖 下河邉正行 大平　秀典
循環器

火：内分泌 勝木知徳 【予約制】 松口　万結子【9：30～13：30】 大塚　昌紀 【予約制】 浦野　久 【予約制】 諸藤　徹 【予約制】 浦野　久 【予約制】

内分泌
(予約制) 三宅　育代【予約制】 三宅　育代【予約制】 三宅　育代【予約制】 三宅　育代【予約制】 片山　直美【予約制】

内分泌
 (予約制) 片山　直美【予約制】

呼吸器
(予約制) 森本　泰夫【予約制】 赤田　憲太朗【予約制】 加藤　達治【予約制】

血　液 北村　典章

宗　祐人 宗　祐人 酒見　亮介 【IBD】

　【消化管】 　【消化管】  【予約制】

佐々木　優 池園　剛 平野　昭和 児嶋　宏晃 安倍　満彦 橋本　崇

酒見　亮介 福嶋　博文 柴田　衛

午後 下瀬　茂男【肝臓】 【予約制】 原田　大 【消化器】

宗　祐人　 橋本　崇 宗　祐人 (第1.2.3.4)宗　祐人 橋本　崇 大津　健聖

安倍　満彦 安倍　満彦 大津　健聖(第1.2.3：AM.4.5) 佐々木　優 大津　健聖 安倍　満彦

池園　剛 平野　昭和 （AM）池園　剛 池園　剛 平野　昭和 平野　昭和

平野　昭和 柴田　衛 橋本　崇 平野　昭和（第1.3.5） 柴田　衛 児嶋　宏晃

柴田　衛 (AM)佐々木　優 柴田　衛 柴田　衛（第2.4.5） (佐々木　優)

児嶋　宏晃 児嶋　宏晃

久保　晋吾 久保　晋吾 大竹　登志江 久保　晋吾 久保　晋吾 久保　晋吾

今村　鉄男 谷脇　智 (第1.3.5) 宗　宏伸 浜田　茂 下河邉　智久

和田　義人 石橋　慶章 室屋　大輔 鳥越　貴行 長尾　祐一

一般 西田　崇通

呼吸器 大渕 俊朗　 林　亨治 蒔本　好史

血管 明石　英俊 明石　英俊
肝臓

（予約制） 奥田　康司
乳腺

(予約制) 山下　眞一

足の外来 明石　英俊

ＩＢＤ
(予約制) 二見　喜太郎

髙橋　長弘 髙橋　長弘 髙橋　長弘

髙橋　長弘　【予約制】
 (15時まで)

清水　建詞 

 (再来のみ)

    (第1.3.5)　中村 英一郎

(第2.4)　中山　景介

田原　尚直 浜田　賢治 清水　建詞

【完全予約制】 (膝　外来) 【予約制】  【完全予約制】

綾塚　仁志 綾塚　仁志 山田　陽司

(ストーマ・尿路結石) （尿路結石） 【予約制】

山田陽司　  山田陽司 

(放射線治療) 【前立腺癌(診断・治療)】

下河邉　有利恵(9:30～13：30） 下河邉　有利恵(9:30～13：30） 下河邉　有利恵(9:30～13：30） 山川　良治（受付10時30分まで） 【不定期】山川　良治

橋本佳典 (第2.4） 受付11時まで 橋本佳典（受付11時まで） 橋本佳典 橋本佳典（受付10時30分まで） 橋本佳典

　(第1.3.5 )  橋本佳典 橋本佳典
【不定期】山川　良治

橋本　佳典

脳神経外科
(第1.3.5）鵜殿 弘貴

（第2.4）越智 章
【新患・紹介のみ】

辻　武寿 越智　章 越智　章 辻　武寿
（第1.3）辻 武寿

（第2.4.5）鵜殿 弘貴

ものわすれ外来
（予約制） 下河邉勝世
緩和ｹｱ･

精神科外来
(予約制)

辻　泰子  (16時まで) 辻　泰子  (16時まで)

皮膚科 河本　宏文 北村　真悠

古田　功彦 古田　功彦 古田　功彦 田中　麻衣 古田　功彦 古田　功彦
田中　麻衣 田中　麻衣 杉山　絵美 後藤　晶乃 田中　麻衣 後藤　晶乃
後藤　晶乃 後藤　晶乃 田中　麻衣 冨永　和宏 後藤　晶乃

冨永　和宏

古田　功彦 古田　功彦 古田　功彦 田中　麻衣 古田　功彦

田中　麻衣 田中　麻衣 田中　麻衣 後藤　晶乃 田中　麻衣

後藤　晶乃 後藤　晶乃 冨永　和宏 後藤　晶乃

冨永　和宏

今田　肇 今田　肇 今田　肇 今田 肇 今田　肇

鞆田　義士 鞆田　義士 鞆田　義士 鞆田　義士 鞆田　義士

丸山　祐二 丸山　祐二 丸山　祐二 丸山　祐二 丸山　祐二

鵜殿　弘貴 鵜殿　弘貴 鵜殿　弘貴

今田　肇 今田　肇 鞆田　義士 今田　肇 鞆田　義士

鞆田　義士 丸山　祐二 鞆田　義士 丸山　祐二

丸山　祐二 山田　陽司 丸山　祐二 鵜殿　弘貴

鵜殿　弘貴 鵜殿　弘貴 鵜殿　弘貴

中村　克己 中村　克己 中村　克己 中村　克己 中村　克己

𠮷田　成吾 𠮷田　成吾 𠮷田　成吾 𠮷田　成吾

中村　克己 中村　克己 中村　克己

𠮷田　成吾 𠮷田　成吾 𠮷田　成吾 𠮷田　成吾

有馬　透 有馬　透 有馬　透 有馬　透 有馬　透 （第1.3.5） 有馬　透

(第1.3.5)　浦上　京子
(第2.4)　産医大医師

産医大医師 浦上　京子

有馬　透 （第2.4） 有馬　透 有馬　透 有馬　透 有馬　透

産医大医師 産医大医師 産医大医師

産婦人科 担当医

　　　　　☆救急患者の方については随時受付けております

午前8時～11時30分まで/午後12時～16時30分まで
午前9時～12時30分まで/午後14時～17時まで

（※午後は特殊外来のみ）
午前8時～11時30分まで
午前9時～12時30分まで

消化器病
センター

内科
午前

大津　健聖
下瀬　茂男 【予約制】 

【肝臓】

令和5年5月1日より

内　　科

午前

午後

内視鏡検査

人工透析

外　　科

消化器

午前

午後

形成外科
午前

午後

整形外科

午前

午後

　松永　慶 浦田 健児 大友　　一
(第1)立花　悠/松元健太郎

(第2)立花　悠/穴井航
(第3)松元健太郎/穴井航

(第4）立花　悠/松元健太郎
(第5)穴井航/立花　悠

下河邉　久雄 浜田　賢治 樋髙　由久 田原　健太郎

田原　尚直

泌尿器科

午前 山田　陽司 山田　陽司 綾塚　仁志

午後

（予約制）

歯科口腔外科
 (予約制)

午前

午後

眼　　科
【完全予約制】

午前
（完全予約制）

（第1.3.5）担当医
（第2.4）橋本佳典

午後
(完全予約制)

午前

午後

担当医

午後

午後

午後

　がん治療    
    センター　　
　　(予約制)

午前

午後

画像診断
センター

午前

小児科・
小児外科

午前 ■月～金（火は第2・4のみ終日診療）
【診療受付時間】
午前：8時30分～11時30分
午後13時00分～16時00分　
■火・土（第1・3・5）
【診療受付時間】
午前：8時30分～11時30分
午後：休診

午後

午後

△　上記の予定表は都合により変更することがあります。                 共愛会　戸畑共立病院


