
月 火 水 木 金

☆花岡 正幸 /
曽根原 圭

松原 美佳子 荒木 太亮 生山 裕一 小沢 陽子

▲●禁煙外来
外来南２階受付
0263-37-2768(15:00～17:00)

小林信光(午後)

一般外来(午前) ☆桑原 宏一郎 南澤 匡俊 吉江 幸司 南澤 匡俊 植木 康志

専門外来 ･虚血専門外来(午前)
･フットケア外来(午後)

･脂質外来(午後)

･不整脈専門外来(午前)
･心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ外来(午前)
･心エコー外来(午後)
･成人先天性
　　心疾患ｾﾝﾀｰ(午後)

･ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ･ICD外来(午前)
･重症心不全外来(午前)
･肺高血圧外来(午前)
･study外来(午後)
･VAD外来(午後)

･成人先天性
　　心疾患ｾﾝﾀｰ(午後)
･構造的心疾患外来
      (TAVI外来)(午後)
･不整脈専門外来(午前)

肝　臓 ☆梅村 武司 / 山下 裕騎 小林 浩幸 / 若林 俊一
☆梅村 武司 / 城下 智 /

木村 岳史
城下 智 / 杉浦 亜弓

消化管 岡村 卓磨 / 原 大地
長屋 匡信 / 岡村 卓磨 /
 平山 敦大(IBD専門外来)

岩谷 勇吾 / 平山 敦大 長屋 匡信 / 宮澤 鷹幸 岩谷 勇吾 / 橋上 遣太

胆・膵 小口 貴也(午後) 近藤 翔平 中村 晃 / 田中 友之 小口 貴也

☆中澤 英之 酒井 香生子(午後)
 ☆中澤 英之 / 石田 文宏 /
 酒井 均 / 松澤 周治(午後)

酒井 均 / 川上 史裕 仁科 さやか / 川上 徹

橋本 幸始 / 岩渕 良平 ☆上條 祐司 / 西川 真里奈 山田 愛子 / 信岡 賢彦(午後) 二村 駿行 / 青村 大輝(午後) ☆上條 祐司 / 山家 公輔

☆関島 良樹 / 小平 / 宮崎 中村 / 日根野 中村 / 宮崎 加藤 / 小平

認知症外来
水曜日の認知症外来は、必ず事前に予約
をお取りください。

頭痛外来
脳神経内科又は脳神経外科のどちらかで
の受診となります。

交代制 交代制 交代制

☆下島 恭弘 / 岸田 ☆下島 恭弘 / 岸田

佐藤 亜位 交代制 交代制 小林 由紀

由井 寿美江 / 高橋 和史
☆鷲塚 伸介 / 横塚 紗永子 /

 飯沢 美文
萩原 徹也 / 鈴木 一浩 大屋 大 / 中村 敏範

周産期のこころの外来 村上 寛 村上 寛

外来北３階受付
0263-37-3381(15:00～17:00)

☆本田 秀夫 篠山 大明

･免疫・アレルギー
　           丸山 悠太

･神経・発達
　       福山 哲広

･血液・腫瘍
　         齋藤 章治

･循環器
　     　内海 雅史

･内分泌
　     　中村 千鶴子

･長期フォローアップ(午後)
　　　　　大倉 絵梨

･新生児
　　      三代澤 幸秀

･神経・発達(午後)
　       福山 哲広

･腎臓
　　     松岡 大輔

･消化器
　     　倉沢 伸吾

･内分泌(隔週午後)
　     　中村 千鶴子

･消化器内視鏡
　      　倉沢 伸吾

･成人CHD(午後)

･ジュニアアスリート外来
(隔週午後)中村 千鶴子

一般外来 ・ AYA外来 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

一般外来 ☆奥山 隆平 木庭 幸子 小川 英作 木庭 幸子 松本 和彦

専門外来 乾癬 乾癬

小岩井 慶一郎 深澤 歩 小岩井 慶一郎 伊奈 廣信

伊奈 廣信 水畑 戒 深澤 歩 遠藤 優希

放射線診断 ☆藤永 康成 / 交代制 交代制

肝臓・胆のう・膵臓 ☆副島 雄二 ☆副島 雄二

食道・胃・大腸 北沢 将人 / 得丸 重夫  小山 誠 中村 聡 / 得丸 重夫 北沢 将人  北沢 将人 / 小山 誠

ヘルニア外来 窪田 晃治(午後)

(ドナー外来含む) 池上 俊彦 中澤 勇一 / 大野 康成 三田 篤義 増田 雄一

膵島移植外来 三田 篤義(午後)

大野 康成 吉澤 一貴

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

交代制 ☆清水 公裕 / 江口 隆 交代制 濱中 一敏 三浦 健太郎

交代制 交代制 交代制 交代制

専門外来

毎日初診受付していますが、専門がわか
る場合には専門外来の日に御紹介くださ
い。

木曜の腫瘍(午後)は、必ず事前に予約をお
取りください。

 ･上肢･手外科
    林 / 岩川
 ･腫瘍
   交代制
 ･側彎症
　☆高橋 淳 / 大場

 ･関節リウマチ・骨粗鬆症
　 中村
 ･脊椎
   福澤 / 黒河内 /池上 / 
　 上原 / 鎌仲
 ･下肢・スポーツ
　 天正 / 下平

･脊椎
 ☆高橋 淳 / 倉石 / 大場 /
  滝沢 / 畠中 / 宮岡(嘉)

 ･上肢・手外科
 　宮岡(俊) / 北村 / 礒部
 ･関節リウマチ
    中村
 ･腫瘍(午後)
　 鬼頭 / 田中

 ･下肢・スポーツ
 　 天正 / 下平 / 小山 / 
　  岩浅 / 堀内 / 熊木
 ･腫瘍
     岡本 / 小松 / 出田

初診 藤井 雄 上條 隆昭 桑原 晴樹

 ･神経内視鏡, 脳腫瘍
　 荻原 利浩

･脳血管障害, 脳血管内治療
　花岡 吉亀

 ･脳血管障害, 脳腫瘍, 顔面
　けいれん, 三叉神経痛,
　眼窩内腫瘍
　☆堀内 哲吉

 
･てんかん外科, 脳腫瘍
   金谷 康平

頭痛外来
脳神経内科又は脳神経外科のどちらかで
の受診となります。

花岡 吉亀

一般外来 近藤 英司 酒井 洋徳 近藤 英司 嶋根 哲 ☆栗田 浩 / 田中 宏和

口腔ケア外来 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

口腔・摂食嚥下外来 水曜日午後 荒川 裕子 

一般外来 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

一般外来 ☆村田 敏規 ☆村田 敏規 黒川 徹 時光 元温

専門外来            ･緑内障
 ･ぶどう膜炎、黄斑浮腫
 ･ 角膜

 ･黄斑変性、斜視
 ･神経眼科、ロービジョン

           ･糖尿病

☆工 穣 / 塚田 景大 /
森 健太郎

鬼頭 良輔 / 岩佐 陽一郎 /
横田 陽

吉村 豪兼 / 品川 潤

婦人科 宮本 強 / 小原 久典 ☆塩沢 丹里 / 内山 夏紀 山田 靖

産科 交代制 交代制 交代制 交代制

生殖医療センター 時光 亜希子 樋口 正太郎

 田中 聡 / 渡邉 奈津子
☆川真田 樹人 /

清水 布実子
吉山 勇樹 / 長谷川 丈

間宮 敬子 / 田中 成明 /
塚原 嘉子

浦澤 方聡 / 若松 優子

 ･口唇口蓋裂 ･血管腫
 ･血管奇形  ･アザ
 ･小児形成外科 
 ☆杠 俊介 / 永井 史緒

 ･再建  ･手
 ･涙道  ･クラニオ
　 常川 主裕 / 柳澤 大輔

 ･下肢難治性潰瘍
   大槻 仁志 / 小林 美晴

･下肢難治性潰瘍 ･リンパ
  浮腫(午後)　常川 主裕

  

一般外来 交代制 野口 美帆 / 小林 美晴 大槻 仁志 中嶋 優太 / 一之瀬 優子 　重𠮷 佑亮

チーム診療制(交代制) チーム診療制(交代制) チーム診療制(交代制) チーム診療制(交代制) チーム診療制(交代制)

外来南１階受付
0263-37-2776(15:00～１7:00)

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

腫瘍内科 ☆小泉 知展 ☆小泉 知展

緩和ケア 平林 高暢
平林 高暢 / 間宮 敬子 /

 山本 兼二
平林 高暢 / 間宮 敬子 /

 山本 兼二
間宮 敬子 / 山本 兼二

専門外来 福山 哲広(午後)
福山 哲広(午後)
金谷 康平(午後)
星野 優美(午後)

信州がんセンター

てんかん外来

　※都合により担当医が変更になることがございます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　転院・入院のご相談・お問い合わせは　患者サポートセンター　ＴＥＬ：０２６３－３７－３３７０　ＦＡＸ：０２６３－３７－３３７１

　緊急の場合は　高度救命救急センター　ＴＥＬ：０２６３－３７－２２２２　ＦＡＸ：０２６３－３７－３４１１

麻酔科蘇生科
(ペインクリニック・緩和ケア)

●形成外科
専門外来

毎日初診(一般外来)を受付していますが、
専門がわかる場合には専門外来の日に御
紹介ください。

総合診療科

●●遺伝子医療研究
センター

●特殊歯科・口腔外科

泌尿器科

●眼科

●耳鼻咽喉科頭頸部外科

●産科婦人科

婦人科は他院婦人科からのみ紹介を受け
付けています。
初診の医師の指定はできませんので御了
承ください。

心臓血管外科

呼吸器外科

乳腺・内分泌外科

整形外科

火・水・木に初診の受付をしています
が、専門がわかる場合には専門外来の日
に御紹介ください。専門外来脳神経外科

消化器外科

移植外科
移植医療センター
0263-37-2930(8:30～17:00)

小児外科

▲●小児科

専門外来
(代表) 外来南１階受付

0263-37-2776(15:00～１7:00)

●皮膚科

放射線科
放射線治療

リウマチ・膠原病内科

糖尿病・内分泌代謝内科

●●精神科
外来北３階受付
0263-37-2846(15:00～17:00)

●●子どものこころ診療部

☆関島 良樹 / 加藤 /
 日根野

呼吸器・感染症・
アレルギー内科

循環器内科

消化器内科

血液内科

腎臓内科

脳神経内科

　●の診療科・専門外来は、紹介状がある場合には患者さんからの予約を受け付けています。 ☆・・・診療科長　

診療科名 専門外来名 適　　用
初　診　外　来　担　当　医

信州大学医学部附属病院　初診予約のご案内　令和４年４月～
※初診外来受付時間　8：30～11：30　【土・日・祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診】

予約先 ： 外来予約センター　ＴＥＬ：０２６３-３７-３５００ (９:００～１７:００)  ＦＡＸ：０２６３-３７-３４７２

　青文字の診療科・専門外来は完全予約制です。紹介状と予約がない場合、これらの診療科は原則受診はお受けできません。なお、紹介状をお持ちでも、予約がない場合には、当日

の予約状況・手術・検査等の都合により、受診をお断り(予約のみを行い後日診察)する場合があります。また、受診が可能な場合でも長時間お待たせする場合がございます。

　●の診療科・専門外来は、初診予約の際、診療情報提供書(紹介状)を事前にFAXで当院にお送りください。(▲は必要に応じて提出していただきます)

適用欄記載の電話番号から、直接予約
も可能です


