
           
ブロック 科　名 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 　　　　　午前 受付時間

笹　沼 中　間 笹　沼 萩　原 中　間  

萩　原 滝 福　島 福　島 滝  8:00～11：00　（第3火）皮膚科休診

渡　邉 （第1.3.4.5週）林 矢　野 白　石 　整形外科・皮膚科・小児科・形成外科(木)

杉　本 　泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻いんこう科

 8：00～11：30　（水）神経内科休診
スポーツ
健康科 笹沼　15：00～18：00 矢野　15：00～18：00 笹沼　15：00～18：00 矢野　15：00～18：00 矢野　15：00～18：00 　各内科・神経内科（月.火.木.金）

皮膚科 藤　田 藤田 14：00～15：00
（第1.2.4.5週）藤田
（第 ３ 週 休 診）

（第1.2.4.5週）藤 田
14:00～15:00（第3休診）

獨協非常勤医師 藤　田 藤　田 　消化器内科・脳神経外科・外科

小　林 小　林 自治非常勤医師 自治非常勤医師 安　納 安　納 　総合診療科（木）

安　納 手　　術 小　林 　　　　土曜診療 受付時間

北　林 （予約制）曽我部 児　玉 （予約制）児玉 鹿　島 小　泉 （予約制）足　立 太　田 　スポーツ健康科　（笹沼・高橋）
（第1.3.5週）　児　玉
（第 2.4 週）　近　藤 川　平 藤　田 近　藤 　　第1・第3土曜日　8：00～11：00　

塩　澤 　呼吸器内科（中村）

形成外科 浅　野 　　第3土曜日　午前中/予約診療のみ

神経内科 高　谷 内　山 高　谷 高　谷

老年科
ものわすれ外来

（予約制）荒　木          　午後 受付時間

総合診療科 高　瀬 （予約制）高　瀬 　小児科（予約制）

大　場 鈴　木 川　人 横　田 海老澤 　　月・水・木・金　14：00～16：00
（　小児腎疾患　水　14：00～16：00　）

鈴　木 横　田 横　田 大　場 大　場 　　水・木　予防接種　14:00～15:00　
（第1・3・5週予約制）

ペースメーカー外来 　皮膚科　月　13：00～15：00

村　野
（予約制）糖尿病外来

高　　田 若　林 （予約制）若　林 國　井 (予約制) 國　井 麻　生 （予約制）村　野 清　水 （予約制）清　水 　（第1.2.4.5週）火　13：00～15：00
（第1・3週予約制）

肥満外来　村野
(予約制)高脂血症外来

砂　田 　　　診療開始　14：00～　
（予約制）糖尿病外来

大　　山 　婦人科　月・水　14：30～16：00

血液内科 （予約制）真　島 （予約制）真　島 （予約制）皆　方 （予約制）皆　方 　耳鼻いんこう科 月・火・水・金13：00～16：00

腎臓内科 （予約制）武　田 （予約制）岩　津 　　診療開始　月・火・金 15：00～　水 15：30～

膠原病内科
アレルギー内科 （予約制）大和田 （予約制）岩　本 　老年科（ものわすれ外来）

福　田 福　田 大  西 大  西
（第1.3.5週予約制）

禁煙外来　大西 福　田 　　水（予約制）　13：00～16：00

（予約制）大　西 （予約制）大　西 　　　診療開始　13：30～　

緩和ケア内科 （予約制）石　川 　脳神経外科　水　13：00～16：00

呼吸器内科 中　村 中　村 中　村 中　村 中　村
（第４週・予約制）
在宅酸素外来 中村 　　　診療開始　13：30～　

砂　田 倉　田 廣　澤 砂　田 岩　下 　スポーツ健康科

中　元 小　川 （予約）中元 （予約）倉田 　　月～金　15：00～18：00

（予約）廣澤 （予約）岩下 　 　

沼　田 （予約制）沼　田 沼　田 沼　田 （予約制）沼　田 栗　林 沼　田 （予約制）沼　田 　         特殊外来（予約制）

杉　田 （予約制）杉　田 杉　田 杉　田 （予約制）杉　田 杉　田 (第2.4週）渡部 (第2.4週予約制)渡部 　肥満外来　第1・3水曜   午後

大和田 （予約制）大和田 (第2.4週）山内 　禁煙外来　第1・3・5木曜　午後

寺　内 寺　内 寺　内 森　田 　在宅酸素外来　第4金曜　午後

黒　川 森　田 菊　地 中　西 　血液外来　毎週火・金曜　午前・午後

婦人科 大　塚 大塚 14：30～16：00 大　塚 手　術 大　塚 大塚 14：30～16：00 大　塚 大　塚 手　術 　ペースメーカー外来

眼科 鈴　木 手　術 荒　川 　 青　瀬 （予約外来） 松　原 　 山　﨑 （予約外来） 　　　　第1・3・5月曜　午後

金　谷 手　術 金　谷 金　谷 金　谷 春　名 金　谷 金　谷 金　谷

獨協非常勤医師 深　美 獨協非常勤医師 　　　　　　　　　夜間救急 

秋　山 下 田 尾　関 大 曽 根 　小児科　毎週木曜　17：00～22：00

（予約制）鈴木

整形外科

手　術

耳鼻いんこう科 手　術

Ｍ 精神神経科

循環器内科

Ｄ

泌尿器科 手　術
結石破砕術

(体外衝撃波結石破砕
治療)

結石破砕術
(体外衝撃波結石破砕

治療)

内分泌内科

呼吸器・
アレルギー内科

Ｃ

消化器内科

小児科
（予約制）

杉田・沼田・栗林

手　術 手　　術 手　術

Ｂ

脳神経外科

外科 手　術
手　術 手　術 手　術

Ａ
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月 火 水 木 金

手　術 手　術


