
 

 

 

 

*診療予約について* 
 

医師会、各医療機関の先生方には、当院診療についてご理解を賜り誠にありがとうご

ざいます。 

当院では、診療をご希望の患者さんに、各医療機関にて、これまでに受けた診断・症

状・加療内容等を記載した紹介状をお持ち頂くようお願いしています。 

 また、地域医療連携室にて、紹介予約も行っており、急ぎの紹介などの場合には、当

日予約外での受診も可能です。（外来休診日・神経内科を除く）ご不明な点に関しまし

ては地域医療連携室にお問い合わせください。 

診療内容によってはお受けできない場合もあり、近隣の先生方、患者さんにご迷惑を

おかけすることもあるかとは思いますが、より良い医療を提供できますよう努力して参

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

なお、患者さんの容態によっては、ご家族に送って頂くか、公共交通機関をご利用し

て頂くよう患者さんにお伝えください。また、ご高齢の方・重症と思われる方をご紹介

頂く場合には、ご家族もご一緒に来院して頂くようお伝えして頂ければ幸いです。 
 

*大型医療機器共同利用システム* 
 

地域医療連携システムの一環として、医療機関からの依頼に対して、当院診療科の外来受診

をしないで、直接検査依頼ができます。 

利用方法 
・直接、放射線科窓口へ連絡をお願いします。平日午前8時30分～午後5時 

・放射線画像検査は、造影剤を使用しない一般撮影、CT、MRIです。 

・放射線科宛の診療情報提供書を持参してください。 

・画像、読影結果、診断結果を報告いたします。 

時間外利用(学童、就業者向け) 
・平日午前８時～８時３０分  午後５時～６時 （救急救命センター内の時間外受付にて受付） 
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平成３０年 

地域医療連携室からのお知らせ 



医療安全管理研修会 平成３０年１月１０日（水）  

来場者数 １２９名（他医療機関出席者７名） 

「一流芸人から学ぶ！心と心を繋ぐ究極の人材笑育術 コミュニケーションフロー」  

  講師 Wマコト （中山 真・中原 誠）   沼津市立病院 待合ホール 

 

 

病院内で見かける日常の会話、行動をとりあげ、身近に起こる事例を基に、会場内の参加者同士を自然 

に取り込む会話で、会場は爆笑の渦に巻き込まれました！ 

 

 

全員参加型の研修が大好評でした！ 



 4月より改訂稼働！ 

毎日の仕事に精を出すことも、スポーツなどの趣味を楽しむことも、“健康”であればこそ出

来る事です。そのためには、生活習慣病などに代表される病気の早期発見が第一です。 

～幸せはまず健康から～『人間ドック』はそのための第一歩です 
沼津市立病院は、皆様の健康をお手伝いするため、人間ドックを4月よりリニューアルします。  

当院の人間ドックで要受診と判定された方については、電話で診療予約の受付をしてい

ます。 

料金・コースのご案内 ⑩「問診・診察」を除く検査項目を、ご利用者様のご希望で選択できます。 

 



月 火 水 木 金 備　考

総合内科 吉田　喜子 後藤　信昭 古川　祥子 後藤　信昭 吉田　喜子

糖尿病・内分泌代謝内科
北川　裕

古川　祥子
古川　祥子 北川　裕 古川　祥子 古川　祥子 【完全紹介予約制】

循 環 器 内 科 村上　雅美 伊藤　浩嗣 原　英幸 永田　貴子 五十嵐　建 ・神経内科

(不整脈専門外来併設) 【紹介予約制】

（ペースメーカー外来）  原　英幸（第2・4 PM） ・総合内科

消 化 器 内 科 後藤 信昭(予約のみ) 篠崎　正美 後藤 信昭(予約のみ) 久保田　教生 篠崎　正美 ・糖尿病・内分泌代謝内科

久保田　教生 宮城島　大輔 中川　彰彦 宮城島　大輔 中川　彰彦 ・消化器内科

鈴木　宏將 笠松　伸吾 藤田　尚人 杉村　薫 ・呼吸器内科

長島　有輝 ・リウマチ膠原病科

呼 吸 器 内 科 吉田　康秀 飯岡　義教 吉田　喜子 吉田　康秀 飯岡　義教

廣田　浩介 廣田　浩介

神 経 内 科 姉崎　利治 （再診予約のみ） 姉崎　利治 （再診予約のみ） 姉崎　利治

リウマチ膠原病科 澤木　俊興 澤木　俊興 澤木　俊興

腎 臓 内 科 若林　良則（再診のみ） 腎臓内科新規受け入れ不可

ドック・検診 林　良明 井上　敏久

足 病 外 来 秦　まき・中束和彦

8:30～ 福原　淳示 村林　督夫 福原　淳示 梁 茂雄(隔週)/村林督夫 能登　孝昇 《特殊疾患外来　完全予約制》

10:00～ 村林　督夫 能登　孝昇 村林　督夫 福原　淳示 瀬戸　比呂木 心臓･神経・内分泌

能登　孝昇 瀬戸　比呂木 瀬戸　比呂木 瀬戸(1･3･5)能登(2･4) (福原　淳示) 

13:30～ 乳児健診・予防接種 乳児健診・予防接種 1ヶ月健診 予約制

木村　正幸 浦濱　竜馬 木村　正幸 磯﨑　哲朗 福長　徹 【紹介予約制】

田﨑　健太郎 佐塚　哲太郎 菅本　祐司 福長　徹 佐塚　哲太郎

浅井　陽 浅井　陽 浅井　陽 浅井　陽 【紹介予約制】火　手術日

ト部　憲和 緊急のみ ト部　憲和 緊急のみ ト部　憲和 火・木　手術日

手術日　緊急のみ 深田睦／坂上直子／山中憲 緊急のみ 手術日　緊急のみ 緊急のみ 【紹介予約制】

脊　椎　脊　髄 望月　眞人 望月　眞人 門田　領 【紹介予約制】

相庭　温臣 相庭　温臣

門田　領

関　節・スポーツ 下山　勝仁 下山　勝仁 下山　勝仁

向山　俊輔 向山　俊輔

一　般 ・外 傷など 細川　郁 細川　郁 篠原　将志 井上　嵩基

一般整形（初診） 門田領／細川郁 向山　俊輔 相庭温臣／細川郁 篠原　将志 下山勝仁／井上嵩基

岩﨑　浩司 北村　惣一郎 北村　惣一郎 岩﨑　浩司 水　手術日

秦　まき 秦　まき 岩田　和子 秦　まき 秦　まき 【紹介予約制】

岩田　和子 岩田　和子 久保田　圭子 岩田　和子 岩田　和子

久保田　圭子 特殊外来・検査

中束　和彦 中束　和彦 寺内　雅美 中束　和彦 中束　和彦

門　智史 深瀬　正人 内藤　成美 新槇　峰子 齊藤朋子／辻井篤 【紹介予約制】

佐々木　康 佐々木　康 谷口　聡美 佐々木　康 水・木　手術日

谷口　聡美

萩谷　雅人 萩谷　雅人 萩谷　雅人 【紹介予約制】受付11時まで

今泉　健太郎 清水　勇樹 中島　明子 川上　正能

佐々木　豊 佐々木豊／応援医師 佐々木　豊 水　ＡM手術日

鈴木　高広 鈴木　高広 鈴木　高広

美馬　勝人 美馬　勝人 美馬　勝人

中村　友樹 中村　友樹 中村　友樹

藤本肇／大平健司 藤本肇／大平健司 藤本肇／大平健司 大平　健司 大平　健司

岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 【紹介予約制】

井染　洋 岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 井染　洋

ＰＭ外来手術 ＰＭ外来手術 ＰＭ外来手術 《障がい者歯科　完全予約制》

第1・3木PM　 杉山さおり

紹介予約 FAX用紙・診療情報提供書 を 地域医療連携室 まで FAX して下さい。　予約券を返送致します。

手術日　緊急のみ

麻   酔   科

泌　尿　器　科

耳　鼻　科 手術日　緊急のみ 手術日　緊急のみ

眼　　科

放　射　線　科

歯科口腔外科

【完全紹介予約制】　　  ※神経内科

【紹介予約制】　　　　  ※糖尿病・内分泌代謝内科 ※呼吸器内科 ※消化器内科 ※リウマチ膠原病科 ※外科

　　　　　　　　　　　  ※小児外科  ※心臓血管外科  ※整形外科  ※皮膚科  ※産婦人科  ※歯科口腔外科　

　　　　　　　　　  ※総合内科 ※麻酔科

整
形
外
科

脳 神 経 外 科

皮　膚　科

形　成　外　科

産　婦　人　科

心 臓 血 管 外 科

　沼津市立病院　　外来診療担当医表 　  平成30年3月1日現在

診療受付時間　7：45～12：00　（麻酔科のみ～11：00まで）

※午前12時以降受診の緊急紹介患者については地域医療連携室までご連絡下さい。

地域医療連携室 （直通）　TEL 055-924-5122　FAX 055-924-5175

診　療　科

内
科

小
児
科

外　 科

小　児　外　科

呼 吸 器 外 科

 


