
令和5年4月1日

　　診療科 時間 体制 月 火 水 木 金

新患紹介 大歳　晃平 小原　克也 小原　克也 山岸　俊夫 宮崎　豊

山岸　俊夫 千葉　雅樹 髙橋　里実 栗原　功 狩野　太郎

狩野　太郎 西岡　宏泰 大歳　晃平 真竹　一徳 宇都宮　恭子

　内　科 予約制 宮崎　豊 山岸　俊夫 小針　瑞男 宮崎　豊 小原　克也

小原　克也 狩野　太郎 千葉　雅樹 伊藤　薫

木皿　典宏 山岸　俊夫

小針　瑞男 伊藤　薫 小原　克也 山岸　俊夫 髙橋　里実

山岸　俊夫 栗原　功 小針　瑞男 佐藤　文俊（隔週） 大歳　晃平

宇都宮　恭子 真竹　一徳 千葉　雅樹 宮崎　豊 栗原　功

宮崎　豊 狩野　太郎

阿見　麗子 木皿　典宏

午　前 岡崎　美佳 岡崎　美佳 日下　奈都子 古川　ひろみ 岡崎　美佳

　小児科 古川ひろみ 小林　美佳 古川ひろみ 応援医師 応援医師

倉橋　美佳

応援医師（専）

午　後 予約制 松木　茂伸 中村　理恵 中村　理恵 加賀  元宗 中村　理恵

中村　理恵 松木　茂伸 古川　ひろみ 古川　ひろみ 応援医師

岡崎　美佳

応援医師

　乳　腺　外　科 午　前 佐藤　章子 伊藤　正裕 佐藤　章子 甘利　正和

甘利　正和 引地　理浩 甘利　正和 佐治　重衡（第2）
伊藤　正裕 引地　理浩

 消化器一般外科 植田　治昌 植田　治昌 井上　宰

植松　智海

堀江　悠太

午　後 予約制 仁尾　正記(小児外科・第1・3) 植松　智海（第2・4）
　整形外科 午　前 土肥　修 岸本　光司（第1・3・5） 羽鳥　正仁(腫瘍外来） 橋本　ちひろ 岸本　光司（足外来）

応援医師(脊椎外来第1～3） 古田島　聡（第2・4） 土肥　修(腫瘍外来） 古田島　聡（足外来）

脊椎外来（第4）
午　後 山本　宣幸 岸本　光司（第2・4） 土肥　修

土肥　修 古田島　聡（第1・3・5）
応援医師(脊椎外来第1～3）

　形成外科 午　前 武田　睦/相沢　貴之
相沢　貴之 武田　睦（予）

下寺　佐栄子 下寺　佐栄子

　循環器内科 午　前 鈴木　秀 鈴木　秀 鈴木　秀 鈴木　秀 鈴木　秀

北向　修 北向　修 北向　修 応援医師

午　後 北向　修（予）

　呼吸器内科 午　後 平間　崇

　泌尿器科 山田　成幸（第1・3・5） 山田　成幸 山田　成幸 山田　成幸

黒田　悠太 黒田　悠太 黒田　悠太（第1・3・5）黒田　悠太
田野口　孝二 田野口　孝二 田野口　孝二 田野口　孝二 田野口　孝二

小林　正臣 小林　正臣 小林　正臣 小林　正臣 小林　正臣

早坂　真一 早坂　真一 早坂　真一 早坂　真一 早坂　真一

　産婦人科 鈴木　弘二 鈴木　弘二 鈴木　弘二 鈴木　弘二 鈴木　弘二

柿坂　はるか 柿坂　はるか 柿坂　はるか 柿坂　はるか 柿坂　はるか

竹中　尚美 竹中　尚美 竹中　尚美 竹中　尚美 竹中　尚美

渡邊　マリア 渡邊　マリア 渡邊　マリア 渡邊　マリア 渡邊　マリア

菅野　秀俊 菅野　秀俊 菅野　秀俊 菅野　秀俊 菅野　秀俊

藤島　多佳子 藤島　多佳子 藤島　多佳子 藤島　多佳子 藤島　多佳子

毛利　春希 毛利　春希 毛利　春希 毛利　春希 毛利　春希

渡邊　桜 渡邊　桜 渡邊　桜 渡邊　桜 渡邊　桜

佐藤　理香子 佐藤　理香子 佐藤　理香子 佐藤　理香子 佐藤　理香子

午　後 予約制

　眼　科 午　前 久保田　久世 久保田　久世（予） 久保田　久世（予） 津田　知世子 久保田　久世

津田　知世子 津田　知世子（予） 津田　知世子（予） 大学応援医師 津田　知世子

午　後 予約制 久保田　久世 津田　知世子 久保田　久世

大学応援医師 大学応援医師 津田　知世子

　耳鼻いんこう科 午　前 菅原　充 逸見　朋隆 野村　和弘 菅原　充 逸見　朋隆

逸見　朋隆 野村　和弘 菅原　充 逸見　朋隆 野村　和弘

　歯科口腔外科 午　前 橋元　亘 熊谷　正浩 熊谷　正浩 熊谷　正浩 橋元　亘

福井　ゆかり 橋元　亘 橋元　亘 福井　ゆかり 熊谷　正浩（第1.4.5)
完全予約制 福井　ゆかり 福井　ゆかり 大学応援医師 福井　ゆかり

午　後 橋元　亘 熊谷　正浩 熊谷　正浩 熊谷　正浩 熊谷　正浩(第2.3)
福井　ゆかり 橋元　亘 橋元　亘 福井　ゆかり 福井　ゆかり

福井　ゆかり 福井　ゆかり 大学応援医師

　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午　前 休診 休診 休診 休診 -
(専）＝専門外来　　　(予)＝予約外来
■　受付時間 ◎一般外来　月曜日～金曜日　午前８時３０分～午前１１時 （午後の診療に関しては、各科にお問い合わせください）
■　休診日　 ◎土・日曜日・祝日・年末年始（12/29-1/3）　　　◎担当医は、都合により変更する事がありますのでご了承ください

 〒980-0803　仙台市青葉区国分町2-3-11  東北公済病院　 電話022-227-2211（代) ●地域医療ｾﾝﾀｰ　電話022-227-2353　FAX022-264-4181
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