
長野市民病院外来診療担当医師表

令和４年５月１日現在

診療科 月 火 水 木 金

○吉池　文明 柳沢　克也 ○滝澤　秀典 吉池　文明
 ○柳沢　克也

◇野沢　修平
 ○野沢　修平 ◇野沢　修平
 滝澤　秀典

○原　悦雄 ◇上條　優真 ○越知　泰英 ○黒沢　晃伸 原　悦雄

◇越知　泰英 ○◇木村　俊大 ○鈴木　宏 ◇北畠　央之 ○上條　優真

☆関　亜矢子 ○◇永田　祐介 ◇黒沢　晃伸 木村　俊大 ◇鈴木　宏

○北畠　央之 ☆土屋　智章 ☆永田　祐介 ○土屋　智章

肝臓内科 ○國本　英雄 ◇國本　英雄 － － －

○笠井　俊夫 ○持留　智昭 ○◇池田　宇一 ○☆板垣　惟 板垣　惟

○☆高松　利文 ☆田中　気宇 ☆野本　史佳 ○田中　気宇

笠井　俊夫 ☆高松　利文

○☆野本　史佳

フットケアセンター － －
○☆持留　智昭
（１３：３０～）

－ －

○掛川　哲司 ○山﨑　大樹 ○山﨑　大樹 ○◇林　悟子

☆林　悟子

☆北原　順一郎 ○宮本　晃男 越　智通 宮本　晃男 ☆西井　裕

○越　智通 ○北原　順一郎

血液内科 － － － ☆住　昌彦 －

山本　寛二 山本　寛二 小林　優也 ○山本　寛二 山本　寛二

○近藤　恭史 ○小林　優也 ○近藤　恭史 近藤　恭史 ○小林　優也

緩和ケア内科 － ○◎久保　佳子 － － －

膠原病外来 非常勤医師（信州大学） － － － －

○髙山　雅至 ○浅岡　麻里 ○髙山　雅至 ○髙山　雅至 ○髙山　雅至

○浅岡　麻里 青沼　架佐賜 青沼　架佐賜 ○浅岡　麻里 青沼　架佐賜

○▼浅岡　麻里

○高田　学 ○飯島　靖博 ○佐近　雅宏 ○小林　聡 ○小松　大介

○林原　香織 ○関　仁誌 ○下平　悠介 ○関  仁誌

○高橋　祐輔

臨床腫瘍科 ◇関野　康 － ◇関野　康 － ○関野　康

藤澤　多佳子 藤澤　多佳子 新井　秀希 新井　秀希 新井　秀希

中村　功 山口　浩平 中村　功 土屋　良真 藍葉　宗一郎

松田  智 ▲松田  智 ☆藍葉 宗一郎 松田　智 ▲中村　功

☆橋本　瞬 藍葉　宗一郎 ☆土屋　良真 橋本　瞬 山口　浩平

土屋　良真 橋本　瞬

リウマチ科 － － 藤澤　多佳子 － －

○長屋　裕之 ○滝　建志 ○長屋　裕之 ○滝　建志 ○長屋　裕之

滝　建志 長屋　裕之 滝　建志 長屋　裕之 滝　建志

草野　義和 ○脳外科医師
竹前　紀樹
（第3週）

○草野　義和

○山﨑　健 ○脳外科医師 平山　周一

呼吸器外科 ○吾妻　寛之 ○中村　大輔 ○吾妻　寛之 ○中村　大輔 －

西村  秀紀 ○小野　真由 ○西村  秀紀 ◇西村　秀紀

☆小野　真由 ○◇小野　真由

心臓血管外科 ☆五味渕　俊仁 － － ○五味渕　俊仁 －

村田　浩 村田　浩 村田　浩 村田　浩 村田　浩

齋木　實
（第１・３週）

加藤　晴朗 松髙　淳 加藤　晴朗
羽場　知己

（第２・４週）
飯島　和芳

山本　哲平 羽場　知己 飯島　和芳 井　世奈 山本　哲平

尾沼　弘 ◆加藤　晴朗 松髙　淳

◇佐近　普子 ○井吹　ゆき ◇村元　勤 ◇佐近　普子 ◇村元　勤

○◇小林　弥生子 ◇佐野　めぐみ ○森　篤 ○◇村元　勤 ○◇佐野　めぐみ

○☆上條　恭佑

○風間　淳 風間　淳 風間　淳 ○風間　淳 ○風間　淳

○中村　さち子 ○黒川　徹

耳鼻いんこう科 大塚　明弘
杉山　健二郎

（第２・４週）
大塚　明弘 杉山　健二郎 大塚　明弘

頭頸部外科 横溝　道範
横溝　道範

（第１・３・５週）
－ 横溝　道範 杉山　健二郎

放射線治療科 交替制 ○橋田  巌 ○松下　大秀 － 交替制

○鎌田　孝広 ○鎌田　孝広 ○稲吉　克仁

○非常勤医師
(信州大学)

○西村　允宏

○西村　允宏 ○稲吉　克仁 ☆西村　允宏 ○☆稲吉　克仁 ☆稲吉　克仁

救急科 佐野　透美 新川　一樹 一本木　邦治 新川　一樹 佐野　透美

　　＊記号の説明 ○：初診担当 ◎：完全予約制 ◆：紹介のみ ▲：紹介、救急のみ ▼：１１時診療開始
☆：午後のみ ★：第３週のみ △：第２木曜日休診 ◇午前のみ

－

　　＊救急科：救急センター　８：３０から１７：３０担当医
    ＊内科初診担当は、一般内科診療を含む

眼 科

皮膚科

脳神経外科
脳血管内治療科

泌尿器科

歯科･歯科口腔外科

婦人科

乳腺外科 －

－

呼吸器内科

形成外科

循環器内科

消化器内科

内分泌・代謝内科

腎臓内科

神経内科

小児科

消化器外科
肝臓・胆のう・膵臓外科

整形外科


