
（平成３０年１０月１日現在）

診　察　室 月 火 水 木 金

① 溝部 宏毅 溝部 宏毅 溝部 宏毅 溝部 宏毅 ※休診…毎週水曜日・第２火曜日・第４木曜日（呼吸器外科診察日）は午前休診

午後 【漢方外来】 【漢方外来】 【漢方外来】 【漢方外来】 ※ 14：00～16：00 (溝部 宏毅)　　※火曜日は14：00～15：00

【呼吸器外科】 （佐藤 日出夫） ※ 毎月第４木曜のみ

（山下　雅大） （長島 広相） ※ 岩手医大より

(吉田 順子) (吉田 順子) (吉田 順子) ※ 山形診療所より

【当番診療科】 【消化器科】 【神経内科】 【循環器科】 【消化器科】 【循環器科】 ※ 新患患者（肺炎等）・・・当番診療科で対応

① （新山 正展） (那須　崇人) 大﨑　拓也 大﨑　拓也 大﨑　拓也 ※ 月・火・水曜は岩手医大より

② 大﨑　拓也 辻　佳子 （後藤 巖） 松本　裕樹 辻　佳子

③ 松本　裕樹 松本　裕樹 辻　佳子

午後 【ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来】 ※ 水曜：午後はペースメーカー外来 (松本　裕樹) 

① 岩岡　和博 (大浦 一雅) 柴田 俊秀 （大浦 一雅） 柴田 俊秀 ※ 火・木曜は岩手医大より

① 小林 哲人 小林 哲人 小林 哲人 小林 哲人 ※ 金曜は休診

② 三浦 一之 三浦 一之 三浦 一之

① 赤坂　理三郎 赤坂　理三郎 赤坂　理三郎 ※ 水曜は完全予約制

② 岡田 洋平 岡田 洋平 岡田 洋平

鈴木 年竜 鈴木 年竜 鈴木 年竜 鈴木 年竜

久米井　智 久米井　智 久米井　智 久米井　智

【糖尿病外来】 （応援医師） （応援医師） ※隔週水曜 ： 午前中（大久保　仁） ・ 毎週金曜 ： 13:30より (柾屋 美緒)

① 熊谷 由基 熊谷 由基 熊谷 由基 熊谷 由基 熊谷 由基 ※ 完全予約制

（第2・4木 予約のみ） ※ 第２・４木曜は予約のみ

① 佐伯 絵里 佐伯 絵里 佐伯 絵里 佐伯 絵里 佐伯 絵里 ※ 第２・４水曜は①診のみ

② （応援医師） （応援医師） 菊地 修平 （応援医師9：30～) 菊地 修平 ※月曜：丸山盛貴/火曜：谷藤 航/第1木曜：応援医師/第2～5木曜：菅原 敦

③ 菊地 修平 菊地 修平 菊地 修平

麻酔科 ① ※ 休止中

血液内科
【定期受診のみ】

① （筑紫 泰彦）
※ 第２木曜は岩手医大より(完全予約制)
※ 再来継続のみの診察としております。

①
十文字

9：00～11：30
十文字

9：00～11：30
玉澤

9：00～11：30
※ 【創傷・ストーマ・しっきん外来】は火曜(午前のみ)・水曜

午後
十文字

14：00～16：00
玉澤

14：00～16：00
※ 【ぴんくりぼん（乳がん）外来】は第１木曜

（阿部 正） ※ 水曜は応援医師

遠野 千尋

② 皆川 幸洋 伊藤 千絵 石岡 秀基 八重樫 瑞典 八重樫 瑞典

皆川 幸洋

中村　侑哉

【エコー検査】 八重樫　瑞典 皆川 幸洋 伊藤 千絵 中村　侑哉 石岡　秀基 ※ エコー検査は完全予約制

【乳腺外科外来】 小松 英明 ※第2月曜：午前　《乳腺外科外来については外科外来へお問い合わせ下さい。》

【下肢静脈瘤外来】 ※ 金曜14：00～16：00 (吉田 弘之)　山形診療所より

【小児外科外来】 ※ 毎月第４水曜：午後 (小林　めぐみ)　岩手医大より

① 白石 直人 白石 直人 白石 直人 （箱崎　貴哉） 白石 直人 ※ 木曜は岩手医大より

※ 第２・４月(浅香 明紀) / 毎週水曜(山崎 友和)　 岩手医大より

① 小松 淳 小松 淳 小松 淳 久野　瑞貴 (予約のみ） ※ 水曜(午後)・金曜(午前)は完全予約制

午後 検査/手術 検査/手術 (予約のみ） 検査/手術 検査/手術 ※ 月・火・木・金曜の午後は完全予約制 (検査/手術)

① 遠藤 正宏 遠藤 正宏 遠藤 正宏 遠藤 正宏 遠藤 正宏 ※ 月曜(菅原　啓司) 、 偶数月・第２月曜(和田 泰格)

② ※毎週水曜（白倉 正博） 最終水曜(関上 勇)  第３木曜(佐々木 美香)  毎週金曜（豊島 浩志）

③ ※ 第２金曜(遠藤 幹也) 、 第３金曜(高橋 信)、第１木曜(石川 健)

午後
【予約制】

乳児健診
14：00～

予防注射
14：00～15：00

喘息外来 慢性疾患外来 各週専門外来
※ 【乳児健診】は毎週月曜・午後14：00～
※ 【予防注射】は毎週火曜・午後14：00～15：00

① 前田 康博 前田 康博 前田 康博 前田 康博 前田 康博

② 坂岡 丈利 坂岡 丈利 坂岡 丈利 坂岡 丈利 坂岡 丈利

午後 休診 ※ 水曜・午後は休診 (手術日)

① 及川　誠 及川　誠 及川　誠 及川　誠 応援医師のみ ※ 新患は月・火・水・木曜

※ 金曜は完全予約制・午前のみ（岩手医大応援医師の①診のみ）

① （水谷 歩未） （武内 克也） ※ 木曜：岩手医大より

② （郷内 真己） （水谷 歩未） ※ 金曜：岩手医大より

【新患】 ※ 新患は完全予約制 (紹介状必須)

※ 《不定期交替》)秋元　義弘

　　　　　　　　　　　 千田 英之 / 千葉 洋平 / 村上 一行　（県立二戸病院より）

妊婦検診 担当助産師 妊婦検診 担当助産師 妊婦検診 ※ 【妊婦検診】は月・水・金曜の午後14：20～15：00

産褥外来
【完全予約制】

14：20～15：00 14：30～16：00 14：20～15：00 14：30～16：00 14：20～15：00
※ 【産褥外来】は火・木曜の午後14:30～16：00 (担当助産師)

耳鼻咽喉科 ① （桑島 秀） （桑島 秀） ※ 月曜・木曜は岩手医大より

※ 新たな変更箇所

※ 【完全予約制】

※ 応援医師

応援医師
（二戸応援）

応援医師
（二戸応援）

午後

③

予約

手術／検査 検査

(応援医師)

皆川 幸洋 伊藤 千絵

③ 石岡 秀基 中村 侑哉 遠野 千尋

精神科
【新患：完全予約制】

ＡＵ５

眼科
午後 手術説明会 処置／検査 手術／検査

産婦人科
①

応援医師
（二戸応援）

応援医師
（二戸応援）

応援医師
（二戸応援）

※完全予約制　：　岩手医大より

歯科

※ 完全予約制(予約15：30まで)
※ 新患は紹介の方のみ

ＡＵ４

小児科

皮膚科
【完全予約制】

① (応援医師)

中村 侑哉ＡＵ３

看護外来
【完全予約制】

外科

① 吉田 徹 遠野 千尋

午後

形成外科

泌尿器科

循環器科

神経内科

脳神経外科
休診

ＡＵ２

消化器科

放射線科
【完全予約制】

整形外科
（受付：10：00まで）

ＡＵ１

総合診療科 休診

呼吸器科
【完全予約制】

②

岩手県立久慈病院　　外来診療担当医一覧表

ブロック 診　療　科
診　　察　　日

備　　考


