
診療科 時間
宮本 俊八 川俣 哲也 加藤 真吾 梁 京賢 篠原 将彦 篠原 将彦

河原 勇貴 教山 紘之 門傳 昌樹 谷 昂大 菅谷 健一 平田 脩

三井 隆男 羽毛田 公 片山 理智

峯川 宏一 秦 重美 砂田 莉沙 羽毛田 公 菅谷 健一 髙橋 輝美

長堀 寛司 教山 紘之 門傳 昌樹 西村 博明 片山 理智 小形 円香(第1、3、5週)

教山 紘之(第2週)

佐々木 麻衣子(第4週)

午前 河原 勇貴 川俣 哲也 門傳 昌樹 谷 昂大 平田 脩

午後 長堀 寛司 大貫 佳樹(15:00～) 門傳 昌樹

岡本 茉樹(第1、３、５週)

濱田 隆行(第2、4週)

午前

午後 奥野 雄貴 宮下 将

小野 賀功 大原 守貴 上瀧 悠介 牟田 裕紀 駒橋 充 朴 英智

小野 賀功 朴 英智(第２、４週) 上瀧 悠介(17:00～) 池田 太郎(15:00～) 駒橋 充 担当医(第1、３、５週)

大原 守貴(第1、3、5週) 洞口 俊(17:30～) 大原 守貴(第２週)

(14:00～17:00) 細川 崇(第4週)

大貫 佳樹(17:30～)

午前 朴 英智 朴 英智

八木 健之 朴 英智(第２、４週) 八木 健之 八木 健之

宮澤 美季

午前 寺尾 茜

午後 田口 良吉

午前 山川知巳(10:30～)

午後 山川 知巳 山川知巳 山川 知巳

秦 怜志 阿部 直子 阿部 直子 秦 怜志 秦 怜志 竹内 英樹

阿部 直子 君塚 圭(第1、2、3、5週)

北條 隆(第2週) 黒野 健司(第4週) 阿部 直子(14:00) 黒野 健司 竹内 英樹

午前 添田 大司 添田 大司 添田 大司 添田 大司(10:00～)

午後 添田 大司 添田 大司

田中 伸明 鈴木 智史 鎌田 吉識 田中 伸明 田中 伸明 担当医

前島 絢 古川 真也 高田 秋人 松木 健一

外田 真暉 田中 伸明 田中 伸明 担当医

高田 秋人 松木 健一

石神 等(第1、３、5週)

北山 沙知 杉本 周路 鈴木 秋吾 松井 強(第1、３、5週) 坂本 正俊(第2週)

大日方 大亮(第2、4週)

杉本 周路(第2、４週) 鈴木 秋吾 松井 強(第1、３、5週)

大日方 大亮(第2、4週)

婦人科 午前 担当医 担当医 植田 葉子

午前 田中 理砂 田中 理砂 田中 理砂 田中 理砂

午後 田中 理砂 田中 理砂 田中 理砂 田中 理砂

島村 知仁(18:15～) 島村 知仁(18:15～) 大宅 宗一(月2回)

担当医(月3回)

教山 紘之 門傳 昌樹 羽毛田 公 菅谷 健一

長堀 寛司 秦 重美 門傳 昌樹 羽毛田 公 菅谷 健一 教山 紘之(第2週)

教山 紘之 西村 博明 佐々木 麻衣子(第4週)

午前 山田 布沙絵 小泉 宇弘(第4週)

田中 崇広 秦 未稀 小泉 宇弘(第1、2、３、5週) 小宮山 大輔(第1、3、5週) 梅田 宗希(第1、3、5週)

梅田 宗希(第2、4週) 小宮山 大輔(第2、4週)

三井病院歯科　※※※　受付時間 9:00～12:00（木･土9:30～12:30）/14:00～18:30（土～17:30）※※※　　　　　歯科予約直通番号 049-222-8236

午前 大澤 響子 大澤 響子 大澤 響子 大澤 響子 大澤 響子(月2回)

午後 大澤 響子 大澤 響子 大澤 響子 大澤 響子(～18:00) 大澤 響子(月2回)

川端 喜美子(第２、３、４、５週) 川端 喜美子 川端 喜美子(第２、４、５週) 川端 喜美子(第２、４週) 川端 喜美子(第1、３、４、５週)

山田 直子

川端 喜美子 川端 喜美子(～18:30) 川端 喜美子(第２、４、５週) 川端 喜美子 川端 喜美子(第1、３、４、５週)

山田 直子

菊地 萌 菊地 萌 菊地 萌 菊地 萌 塚原 妹美

塚原 宏泰(第1、３週) 原田 隆史(月2回)

川端 秀男(第２、４、５週)

菊地 萌 菊地 萌(～18:30) 菊地 萌 菊地 萌 塚原 妹美

塚原 宏泰(第1、３週) 原田 隆史(月2回)

川端 秀男(第２、４、５週)

【ご予約の場合】　診療科・専門分野または医師の指定・受診予定日・予約時間等のご指示をお願い致します。
※医師の都合で休診及び時間が変更することがございますので、お電話にてご確認下さい。
●休診日：日曜日(祭日)、国民の休日、年末年始（12月30日午後～1月3日）

循環器科

外来担当医表  川越　三井病院
三井病院　※※※　受付時間 月～金9：00～17:00（総合外科～18:30）、土9:00～16:30　※※※　　　　　　外来予約センター直通番号　049-222-5321（ガイダンス1番） 2022年7月1日～

曜日
月 火 水 木 金 土 日

総合内科

午前

午後

腎臓内科 午前

内分泌・
糖尿病内科

総合外科

午前

午後

消化器外科
午後

皮膚科

乳腺腫瘍科

午前

午後

形成外科

腫瘍内科

整形外科

午前

午後

泌尿器科

午前

午後

小児科

脳神経外科 午後

睡眠時
無呼吸科

午前

午後

口腔外科

午前

午後

眼科
午後

一般歯科

矯正歯科

午前

午後


