
【　FAX予約について　】
新患患者さんの待ち時間の短縮及び効率的で迅速な医療の提供のため、FAXによる診療予約を実施しています。

(FAX)の記載のあるにつきましてはFAX予約が可能です。（なお，先生同士でお約束のある場合や，特にご希望のある場合等は，この限りではありません。）

お申し込みについては，ホームページ上のPDFファイルもしくは予約票をコピーし必要事項を記載の上、FAX予約室(FAX：0120-33-5979）に送付してください。

(徳島大学病院のホームページアドレス：http://www.tokushima-hosp.jp/index.html）

ご不明な点につきましては，徳島大学病院患者支援センターFAX予約室(TEL：088-633-9106)へお電話ください。
※新来患者さんの受診は原則予約が必要です。初診時には紹介状が必要となりますのでご準備の上患者さんにお渡しください。

平成30年9月1日現在

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

循環器内科 （ペースメーカー外来） 　受付時間

伊勢孝之（TAVI) 　【第1・2週】 　8：30～11：00

　TEL 633-7118

（睡眠時無呼吸外来） 福田大受 （FAX) 　FAX 633-7479

（心臓リハビリ外来） 伊勢孝之 轟   貴史 （初・再診）
山口浩司 (TAVI) （腫瘍循環器） （心臓リハビリ外来） 　【14:00～】 （肺高血圧症外来）

　【14：00～】 伊勢孝之 （FAX） 伊勢孝之 （FAX） 西條良仁
山田博胤 （肺高血圧症外来） （腫瘍循環器）

　【14：30～】 　【15:00～】
八木秀介 西條良仁

呼吸器
・膠原病内科 吾妻雅彦 （FAX)

河野　 弘 （FAX） (渡航外来）

西條敦郎 （再診） 【14：00～16：00】

岸　 昌美 東　桃代
消化器内科

宮本弘志  (FAX) 岡本耕一 （FAX）
中村文香 （FAX）
三井康裕 （FAX）
田中宏典 （FAX）（肝臓）

腎臓内科

内分泌・代謝内科

倉橋清衛 （FAX）

血液内科

藤井志朗 （FAX)
造血幹細胞移植外来 藤井志朗 （FAX) 賀川久美子 （FAX)

【13:00～14:00】 【13:00～14:00】
フォローアップ外来 フォローアップ外来
（看護師・薬剤師） (看護師・薬剤師）

神経内科

村上永尚 （再診）

 沖　良祐
（午後）（再診）

藤田浩司 （初診） 宮本亮介 （FAX）（初診） 藤田浩司 （再診) 佐光　 亘（パーキンソン病）（初診） 【第2・4週】

大崎裕亮 （午後）（再診）

大崎裕亮 （FAX）（初診） （初診のみ：完全予約制） 和泉唯信 （FAX）（初、再診） 和泉唯信 （再診） 宮本亮介 （再診）
和泉唯信 （再診） 佐光   亘 （再診） 野寺裕之 (FAX)（初診）【第1・3・5週】

再診 初診・再診
和泉唯信 （再診） 梶　 龍兒 （FAX） 梶　 龍兒 （再診） 梶　 龍兒 (BTX外来/再診) 山本遥平 （再診）

初診・再診 初診・再診 初診・再診

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
安倍正博 （FAX） 三木浩和 （FAX） 中村信元 (FAX) 賀川久美子 （FAX)

糖尿病外来 吉田守美子 （FAX） 船木真理  【第2・3週】 松久宗英 （FAX） 黒田暁生    （FAX）

粟飯原賢一 （FAX） 明比祐子 （FAX) 遠藤逸朗 （再診）（午後） 遠藤逸朗    （FAX） 倉橋清衛 （FAX）
吉田守美子 （FAX） 福本誠二 （FAX） （午前） 粟飯原賢一 （FAX）

田蒔昌憲 （ＦＡＸ）
初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
長井幸二郎 （FAX） 岸　 誠司 （FAX） 安部秀斉 村上太一  (FAX)

藤野泰輝  (FAX) 三好人正 （FAX) 宮本佳彦 （FAX）

北村晋志 （FAX） 田中貴大 （FAX）（肝臓）
友成   哲  (FAX) (肝臓） 田中久美子（FAX) 岡田泰行 （FAX)

初診・再診
佐藤康史 （FAX) 高山哲治 （FAX） 岡久稔也 （FAX）（午前） 六車直樹 （FAX)

荻野広和 （再診） 軒原　 浩 （再診）
初診・再診 初診・再診 初診・再診

河野　 弘 （FAX） 飛梅   亮 （FAX） 楊河宏章 （FAX）
近藤真代 （FAX） 内藤伸仁 （FAX） 佐藤正大 （FAX）

初診・再診 初診・再診 初診・再診

川端   豊 （FAX） 添木   武 （FAX） 楠瀬賢也 （FAX）

初診・再診
豊田優子 （FAX） 後東久嗣 （FAX） 西岡安彦 （FAX）

伊藤浩敬 （FAX） 松本和久 （ＦＡＸ）

徳 島 大 学 病 院     外 来 担 当 医 一 覧

診療科名
月 火 水 木 金

備考

内

科

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
若槻哲三 （FAX） 佐田政隆 （FAX） 八木秀介 （FAX） 山口浩司 （FAX）
山田博胤 （FAX）

心エコー外来 山田博胤 （FAXのみ） 楠瀬賢也 （FAXのみ）

赤池雅史 （FAX） 伊勢孝之 （FAX） (TAVI) 飛梅   威 （FAX）
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平成30年9月1日現在

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

消化器・移植外科 　受付時間

島田光生 （FAX) 島田光生 （FAX) 　8：30～11：00

(ドナー外来） (ドナー外来） (ドナー外来） 　TEL 633-7136

島田光生 島田光生 森根裕二 　FAX 633-7482

池本哲也
肝・胆・膵外科

居村   暁 池本哲也
齋藤   裕 齋藤   裕

消化管外科 (上部消化管外来） (消化管外来）
吉川幸造  (FAX) 徳永卓哉（午後） 西 　正暁
柏原秀也

徳永卓哉（午前）
(下部消化管外来） (下部消化管外来）

東島 　潤 西　 正暁

小児外科・
小児内視鏡外科
呼吸器外科

吉田光輝（FAX)（午前） 鳥羽博明 （午後）

食道・
乳腺甲状腺外科 (乳腺外来） (食道甲状腺外来） （食道外来）

丹黒　 章 （FAX） 丹黒　 章 （FAX） 吉田卓弘 （午後）
中川美砂子 （甲状腺外来）
森本雅美 坪井光弘 （午後）
武知浩和
池内真由美 兼松美幸 （午後）

緩和ケア外来

　受付時間

初診 西良浩一(脊椎ＦＡＸ） 後東知宏（関節FAX） 　8：30～11：00

千川隆志(脊椎ＦＡＸ） 殿谷一朗（関節FAX） 　TEL 633-7237

　FAX 633-7484

小児・難治性骨折 安井夏生（再診のみ）
脊椎 酒井紀典(再診) 西良浩一（再診） 高田洋一郎（再診） 高田洋一郎（側弯）

千川隆志(再診) 酒井紀典（再診） 山下一太（再診） 山下一太（再診）

腫瘍 宮城 　 亮(再診) 宮城　 亮（再診） 遠藤健次
西庄俊彦（再診) 西庄俊彦（再診) （月1回程度再診のみ）

関節 浜田大輔（再診）＊ 後東知宏（再診）
後東知宏（再診） 後東知宏（再診） 高砂智哉（再診）
高砂智哉（再診） 殿谷一朗（再診） 殿谷一朗（再診）

骨粗鬆症
女性運動器・

アンチエイジング

スポーツ外来 松浦哲也 松浦哲也 松浦哲也 　受付時間

（午後） （関節FAX）（再診） （関節FAX） （関節FAX）（再診） 　13：00～15：30

岩目敏幸(再診） 岩目敏幸 　TEL 633-7237

（関節ＦＡＸ） 　FAX 633-7484

佐藤　 紀（骨粗鬆症FAX）
福田昇司（関節ＦＡＸ）【月1回】

武知浩和  （FAX) 

整

形

外

科

初診・再診 初診・再診 初診・再診

西良浩一（脊椎ＦＡＸ） 【第1週のみ】

浜田大輔（再診）＊【第5週休診】

福田昇司（再診）（月1回）

米津　浩 （再診）

佐藤　紀 （再診）

酒井紀典（脊椎ＦＡＸ）
高田洋一郎（脊椎ＦＡＸ） 浜田大輔（関節ＦＡＸ) 【第1・３週のみ】 米津　 浩（骨粗鬆症FAX）
高砂智哉（関節ＦＡＸ） 西庄俊彦（腫瘍FAX)

武知浩和

(乳腺外来）
森本雅美

滝沢宏光 （FAX)
（甲状腺外来）

初診・再診 初診・再診 再診

初診・再診 初診・再診 初診・再診
近藤和也 （FAX） 滝沢宏光 （FAX)

石橋広樹 （FAX) 石橋広樹 （FAX) 森 　大樹 （FAX)

東島 　潤  (FAX)

（消化管外来）

(下部消化管外来）

西 　正暁
柏原秀也 高須千絵

(上部消化管外来）

初診・再診
岩橋衆一 （FAX) 森根裕二 （FAX)

池本哲也 （FAX)

備考

外

科

初診 初診

初診・再診 初診・再診

(上部消化管外来）

診療科名
月 火 水 木 金
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平成30年9月1日現在

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

　受付時間

北川哲也 （FAX) 　8：30～11：00

北市　 隆 　TEL 633-7150

菅野幹雄 　FAX 633-7483

北川哲也 （FAX) 黒部裕嗣 （FAX) 黒部裕嗣 （FAX)
黒部裕嗣 （FAX) 【第３週 休診】

血管外科 藤本鋭貴 （FAX)

北川哲也 （FAX) 藤本鋭貴（FAX)
北市　 隆 （FAX) 

黒部裕嗣 （午前） 黒部裕嗣 （午前） 黒部裕嗣 （午後） 黒部裕嗣 （午後）
　受付時間

　8：30～11：00

　TEL 633-7157

　FAX 633-7487

（女性泌尿器） (神経因性膀胱)
山本恭代 (FAX) 山本恭代
【8:30～12:30】 【14:00～16:00】

山口邦久
（FAX）(予約のみ)
【14：00～16：30】

　受付時間

･初診　8：30～10：30

　TEL 633-7161

検査外来（斜視・弱視） (FAX) 　FAX 633-7488

検査外来（眼底・ＯＣＴ） (FAX) 山中千尋（緑内障）（FAX) 樋端透史（角膜）（FAX）
藤原亜希子（緑内障）（FAX) 検査外来（ERG） (FAX) 検査外来（GP）（FAX） ・火曜日完全予約制

大串陽子 検査外来（造影） (FAX) 大串陽子
仁木昌徳 赤岩　 慶 山中千尋 梶田敬介
村尾史子 村尾史子 赤岩　 慶 山田将之
梶田敬介 谷　 彰浩
谷　 彰浩
山田将之　

　受付時間

　8：30～11：00

石谷祐記 　TEL 633-7166

　FAX 633-7489

両角遼太 東   貴弘

（ﾎﾞﾄｯｸｽ外来）【偶数週】 （アレルギー）
高橋美香 北村嘉章・神村盛一郎 補聴器 　【第2・3週】

漢方 【第4週】 味覚 【偶数週】 東　 貴弘 （音声）【奇数週】 坂本　 幸
陣内自治 高岡   司 (FAX) 幸田純治、武田直也、阿部晃治 遠藤亜紀

庄野仁志 （小児難聴）【奇数週】

宇高二良、島田亜紀、近藤英司、中野誠一 小手術
（顔面神経）【偶数週】

 高橋美香、東　貴弘
　受付時間

　8：30～11：00

矢田未央 （FAX) 　TEL 633-7153

松立吉弘 （脱毛外来） (男性型脱毛外来) 中須賀彩香 （乾癬外来） 村尾和俊 （乾癬外来） 　FAX 633-7486

鉄谷真由 久保宜明 【第１･３週のみ】 緋田哲也 緋田哲也 鉄谷真由 鉄谷真由
久保宜明 　火曜日:休診日

　金曜日: 9：15～

林   理恵

初診担当医 （FAX)
久保宜明  （FAX) 村尾和俊 （FAX) 松立吉弘 （FAX)

矢田未央皮膚科

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
初診担当医 （FAX) 初診担当医 （FAX) 初診担当医 （FAX)

遠藤亜紀（睡眠時無呼吸外来）【偶数週】

蔭山麻美　　　＜交代制＞ 佐藤 　豪　 松田和徳【奇数週】/神村盛一郎【偶数週】＜交代制＞ 北村嘉章       （腫瘍外来）＜交代制＞

金村　 亮【奇数週】/庄野仁志【偶数週】＜交代制＞ 近藤英司 佐藤  豪【偶数週】/東　 貴弘【奇数週】＜交代制＞

江川麻理子(網膜色素変性：FAX）（2回/月)
藤原亜希子（ロービジョン：FAX）【第1・3・5週】

耳鼻咽喉科
・頭頸部外科

再診 初診・再診 再診 初診・再診 再診
高橋美香 初診担当医 （FAX) 佐藤　 豪【奇数週】 / 松田和徳【偶数週】 初診担当医 （FAX) 武田憲昭 （めまい外来・難聴外来）

武田憲昭（FAX) (めまい外来）＜交代制＞ 阿部晃治（FAX) 阿部晃治【奇数週】/金村    亮【偶数週】

近藤英司【偶数週】 / 中野誠一【奇数週】＜交代制＞ 中野誠一 遠藤亜紀【奇数週】/ 松田和徳 金村　亮【奇数週】/庄野仁志【偶数週】＜交代制＞

内藤 　毅 (網膜硝子体)【再診のみ】 秦 　裕子 （緑内障）（FAX) 三田村佳典(網膜硝子体）（FAX)

香留　 崇(網膜硝子体）（FAX) 仙波賢太郎（網膜硝子体）（FAX)
藤原亜希子（眼瞼・眼窩・涙道・緑内障）（FAX) 仙波賢太郎

樋端透史 仁木昌徳

四宮加容 (斜視弱視・眼瞼眼窩涙道 井上昌幸 (緑内障）（FAX) 四宮加容 (斜視弱視・眼瞼眼窩涙道 江川麻理子 (ぶどう膜）（FAX) 宮本龍郎（角膜）（ＦＡＸ）
　                      ・小児眼科）（FAX) 　                      ・小児眼科）（FAX) 香留　 崇 (網膜硝子体）（FAX) 美馬　 彩（緑内障）（FAX）

眼科

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
初診担当医（FAX)

腎移植外来

初診担当医 （FAX) 初診担当医 （FAX)
江川麻理子(ぶどう膜）（FAX） 三田村佳典（網膜硝子体）（ＦＡＸ）

初診・再診
福森知治 （FAX) 金山博臣 (FAX) 高橋正幸 (FAX) 金山博臣 (FAX)

森 　英恭 (FAX)

布川朋也 (FAX)
泌

尿

器

科

初診・再診 初診・再診 初診・再診

楠原義人 （FAX) 山本恭代 (FAX) 福森知治 (前立腺小線源）（FAX)
岸本大輝（ED・不妊）（FAX）【13：40～16:00】 高橋正幸 (小児泌尿器)(FAX) 山口邦久 (FAX)

                 （TAVI専門外来）
黒部裕嗣 黒部裕嗣

(成人心臓専門外来） (成人心臓専門外来）　　　　　 (成人心臓専門外来） (成人心臓専門外来）　　 (成人心臓専門外来）
黒部裕嗣　【10：00～13：00】

診療科名
月 火 水 木 金

成人心臓

北川哲也

心

臓

血

管

外

科

初診・再診 初診・再診 初診・再診

小児心臓

専門外来

(成人先天性心疾患外来) 　　　　　　　 (大動脈瘤外来)

（ペースメーカー外来）【第3週のみ】 

          （TAVI専門外来）

北市 　隆 【第２・４週 休診】

備考
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平成30年9月1日現在

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

　受付時間

　8：30～11：00

　TEL 633-7047

　FAX 633-7493

石田創士
（美容センター）
峯田一秀

　受付時間

高木康志 多田恵曜 溝渕佳史 永廣信治　 （脳腫瘍） 　8：30～11：00(新患)

（脳神経外科全般：FAX) (脳神経外科一般：FAX) （脳神経外科一般、 （脳神経外科全般：FAX） 溝渕佳史【第1・4・5週】 　TEL 633-7147

兼松康久 　　　　脳腫瘍：FAX) 宮本亮介 中島公平【第2・3週】 　FAX 633-7485

（脳神経外科一般：FAX) 島田健司 （パーキンソン病・ジストニア・ （パーキンソン病・ジストニア・

牟礼英生 （脳神経外科全般：FAX） 　　　　　不随意運動全般）       不随意運動・痙縮）

（脳神経外科一般：FAX) 岡崎敏之 藤原敏孝 牟礼英生【第1・3・5週】

中島公平 （脳神経外科一般：FAX) 【第2-5週】（再来のみ） （てんかん）
（脳神経外科一般、 高麗雅章 多田恵曜（FAX）【第1・3・5週】

　　　　　　　脳腫瘍：FAX) （脳神経外科一般：FAX) 藤原敏孝（FAX）【第2・4週】

初診担当医 初診担当医
（脳神経外科一般：FAX) （脳神経外科一般：FAX)

　受付時間

(ペインクリニック) (ペインクリニック) (ペインクリニック) (ペインクリニック) (ペインクリニック) (ペインクリニック) (ペインクリニック) 【ペインクリニック】

曽我朋宏 （FAX)  曽我朋宏 (再診のみ） 曽我朋宏 （FAX) 曽我朋宏 川人伸次 （FAX) 川人伸次 保岡宏彰 （FAX) 8:30～11:00(新患)

笠井飛鳥 8:30～15:00(再来,予約患者

：木曜午後除く)

（麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） （麻酔評価） 【麻酔評価】

笠井飛鳥 田中克哉 川西良典 川西良典 酒井陽子 酒井陽子 東島祥代 東島祥代 山﨑理恵 山﨑理恵 13:00～16:30(予約患者)

笠井飛鳥 　TEL 633-7179

　FAX 633-7492

　受付時間

初診担当医（FAX) 初診担当医（FAX) 　8：30～11：00

大森哲郎 梅原英裕（午後のみ） 大森哲郎 梅原英裕 中瀧理仁 井﨑ゆみ子 富永武男 　TEL 633-7128

友竹正人 友竹正人 中瀧理仁 住谷さつき 井﨑ゆみ子 中山知彦（午後のみ） 住谷さつき 　FAX 633-7480

富永武男 渡部真也 亀岡尚美 沼田周助 江戸宏彰（午後のみ） 渡部真也
大田将史 富岡有紀子 梅原英裕 亀岡尚美 川端正志
中山知彦 江戸宏彰 川端正志 谷口若菜 谷口若菜
藤田美香 藤田美香

精神科神経科
・心身症科

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
初診担当医（FAX) 初診担当医（FAX) 初診担当医（FAX)
沼田周助

麻酔科

初診・再診 初診・再診 再診 初診・再診 初診・再診

脳神経外科

初診・再診 初診・再診 専門外来：初診・再診

初診担当医：血管腫など（FAX）

峯田一秀
山下雄太郎

安倍吉郎

備考

形成外科

再診(予約のみ) 初診・再診 再診(予約のみ) 初診・再診 初診・再診
（レーザー専門外来） （小耳症・唇裂口蓋裂・レーザー （レーザー専門外来）

初診担当医 （FAX)
橋本一郎

（形成外科一般） （形成外科一般）
専門外来・乳房再建） （ケロイド外来） 初診担当医：血管腫など（FAX）

診療科名
月 火 水 木 金
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平成30年9月1日現在

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

（初診）一診 　受付時間

　　  　　二診 須賀健一 (午前） 森　 達夫 （午前） 東田好広 （午前） 杉本真弓 (午前） 岡村和美 (午前) 　8：30～11：00

アレルギー外来 杉本真弓 （FAX）（午前） 杉本真弓 (午前) 　TEL 633-7132

代謝外来 内藤悦雄 (FAX)(午前） 　FAX 633-7481

神経外来 伊藤弘道 森　達夫 東田好広 森　達夫  (FAX)

子と親の 精神科医 森　健治 （午後） 森　健治 (FAX)（午前） 森　健治 （午後） 森　健治  (午前) 森　健治 （午後）
 こころ診療室 （受付は精神神経科）

循環器外来
腎臓外来

血液腫瘍外来 渡辺浩良 (FAX）（午前）

内分泌外来

糖尿病外来

新生児外来

予防接種 小谷裕美子 【15：30～16：30】 （1ヶ月健診）

中川竜二 (午後）

　受付時間

松崎利也(一診）（FAX） 　8：30～11：00

松崎利也 上村浩一 安井敏之 桑原   章 安井敏之 　TEL 633-7175

桑原   章 前川正彦 加地   剛 加地　 剛 　FAX 633-7491

西村正人 檜尾健二 米谷直人 吉田加奈子（AM)
加地　 剛 加藤剛志（ＰＭ） 吉田あつ子 岩佐　 武
加藤剛志（PM） 岩佐　 武 阿部彰子
吉田加奈子（ＰＭ） 阿部彰子 山本由理
岩佐   武 米谷直人 河北貴子（PM)
山本由理 吉田あつ子 笠井可菜（AM)
米谷直人 峯田あゆか 峯田あゆか
吉田あつ子 祖川英至
祖川英至

　受付時間

　8：30～11：00

　TEL 633-9284

　FAX 633-7470

（ＩＶＲ）午前のみ （ＩＶＲ）午前のみ (月～金）

岩本誠司 岩本誠司 　放射線治療外来

　画像診断外来

久保亜貴子 古谷俊介（FAX)
外礒千智

久保亜貴子

　受付時間

大倉佳宏（FAX) 大倉佳宏 谷　憲治（FAX) 谷　憲治 大倉佳宏（FAX) 大倉佳宏 山口治隆（FAX） 山口治隆 鈴記好博（FAX) 鈴記好博 　8：30～11：00

　TEL 633-7118

　FAX 633-7479

初診・再診
川中   崇

総合診療部

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診

放

射

線

科
再診のみ 再診のみ

古谷俊介 川中   崇 外礒千智

（ヨード）

初診のみ 初診のみ
生島仁史（FAX） 久保亜貴子（FAX） 川中   崇（FAX)
工藤隆治（歯科領域）

放射線治療科

病棟初診のみ 初診・再診 初診のみ

再診のみ 再診のみ

放射線診断科
原田雅史 大友真姫 宇山直人 竹内麻由美 原田雅史

初診・再診 初診・再診
（放射線診断・ＦＵＳ） （放射線診断） （放射線診断） （放射線診断） （放射線診断）

初診・再診 初診・再診 初診・再診

産科婦人科

初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診 初診・再診
苛原   稔（一診）（FAX） 加地   剛（一診）（FAX） 西村正人（一診）（FAX） 桑原   章（一診）（FAX）

笠井可菜
柳原里江

祖川英至

須賀健一 (FAX）（午後) 中川竜二 (午前）（午後）（FAX) 中川竜二 【15：00～15：45】

小谷裕美子【14：00～16：00】 小谷裕美子 (午前）（午後）

渡辺浩良 (午前）（午後）
横田一郎 （FAX） 小谷裕美子 小谷裕美子 (FAX）（午前）

渡辺浩良 （FAX）

香美祥二 (FAX) 香美祥二 (FAX) (午前)
漆原真樹 (午前) 永井　 隆

早渕康信 （FAX） 早渕康信

東田好広 (午前・午後）
宮崎雅仁 (FAX)

金
備考

小

児

科

香美祥二 （FAX）【11時まで】 早渕康信 （FAX）【11時まで】 中川竜二 （FAX）【11時まで】 渡辺浩良 (FAX)【11時まで】 漆原真樹 (FAX)【11時まで】

漆原真樹 (FAX) (午前)

診療科名
月 火 水 木
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平成30年9月1日現在

受付時間等

むし歯科（第一保存科） ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)   

歯周病科（第二保存科） ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)

そしゃく科（第一補綴科） ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)
  8：30～11：30
 13：00～15：00

かみあわせ補綴科
（第二補綴科）

○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)
 TEL 633-7371

歯科放射線科 ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)

  8：30～11：30

 13：00～15：00
 TEL 633-7373

  8：30～11：00 (初診)

  8：30～11：30 (再診)

 13：00～15：00

 TEL 633-7372

歯科麻酔科 ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)
  8：30～11：30
 13：00～15：00
 TEL 633-7372
 

  8：30～11：30

 13：00～15：00

 TEL 633-7371

  8：30～11：30

 13：00～15：00

 TEL 633-7371

 8：30～11：00 (初診)

 8：30～11：30

 TEL633-7371

 8：30～11：00 (初診)

 8：30～11：30

 TEL 633-7373

  8：30～11：30

 13：00～15：00

 TEL 633-7371

 8：30～11：00 (初診)

 8：30～11：30

 TEL 633-7373

  8：30～11：30

 13：00～15：00

 TEL 633-7371

  8：30～11：30

 13：00～15：00

 TEL 633-7371

[注] ・○は初診患者及び再来患者

・△は再来患者のみ

・２回目以降の来院は，各診療科でお約束した時間にお越しください。

・診療日時は変更することがあります。

（FAX) 予約のみ ○ （FAX)

○ （FAX) ○ （FAX)

口腔インプラントセンター ○ （FAX) ○ （FAX) ○

歯科用金属ｱﾚﾙｷﾞｰ外来 ○ （FAX)

障害者歯科外来 ○ （FAX) ○ （FAX) ○

予約のみ

小児摂食外来 ○ （FAX) ○

（FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)

高

次

歯

科

診

療

部

顎関節症外来 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ

口臭外来 ○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)

（FAX) ○ （FAX)

歯周病専門外来 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ

○

歯科衛生室 △ △ △ △ △

総合歯科診療部 ○ ○ ○ ○

歯
科
口
腔
外
科

予約のみ 予約のみ ○ （FAX)

口腔内科 予約のみ 予約のみ ○ （FAX) ○

口腔外科 ○ （FAX) ○ （FAX)

（FAX) 予約のみ

○ （FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)

（FAX) ○ （FAX) ○ （FAX)○

小児歯科 ○ （FAX) ○ （FAX)

矯正歯科 ○ （FAX) ○ （FAX)

歯

科

予約のみ 予約のみ

予約のみ 予約のみ

予約のみ 予約のみ

予約のみ 予約のみ

診療科名 月 火 水 木 金
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