
高知医療センター　　外来担当表　　　令和4年1月1日～

診療科 区分 月 火 水 木 金 診療科 区分 月 火 水 木 金

総合診療科 午前 吉村　彰人 宮本　大地 石川　忠則 石川　忠則 腎臓内科・膠原 午前 土山　芳徳 土山　芳徳 出原　悠子
澤田　努 吉村　彰人 伊東　秀樹 吉村　彰人 澤田　努 出原　悠子

池田　達也 矢野　彰彦 矢野　博子 池田　達也 石井　隆之 病科 午後
矢野　博子 山本　直 矢野　彰彦 宮本　大地 西村　誠明

泌尿器科 午前 西山　康弘 小野　憲昭
午後 石川　忠則 宮本　大地 石川　忠則 石川　忠則 石川　忠則 西山　康弘 新　良治 新　良治 新　良治

澤田　努 山本　直 澤田　努 青木　啓祐 山本　直 水谷　圭佑 西山　康弘 森田　陽 森田　陽
池田　達也 ＜禁煙＞ 午後

医師交替*4

緩和ケア内科 午前 整形外科 午前 山田　晋也 奥田　龍一郎 ＜関節＞ 内藤　健太
光岡　妙子 光岡　妙子 光岡　妙子 光岡　妙子 光岡　妙子 ＜脊椎＞ 釜付　祐輔 ＜整形新患外来＞ 沼本　邦彦

 *4  再診のみ  - 小松原　将 ＜骨軟部腫瘍＞ 医師交替

消化器内科 午前 髙田  昌史 市川  麻由 岡本  宣人 長野　祥 岡本  宣人 沼本　邦彦
午後 町田　崇博

午後 西原　利治
放射線療法科 午前 森田　荘二郎 森田　荘二郎 西岡　明人 森田　荘二郎 西岡　明人 ＜骨折＞

山川　泰明
腫瘍内科 午前 島田　安博 根来　裕二 島田　安博 医師交替*18 公文　剣斗 形成外科 午前 五石　圭一 原田　浩史 水口  誠人 五石　圭一 原田　浩史

戸嶋　俊明 平川  雅海 根来　裕二 根来　裕二 午後 水口  誠人 原田　浩史
午後 根来　裕二 島田　安博*3 根来　裕二 皮膚科 午前 高野　浩章 高野　浩章 高野　浩章 高野　浩章 高野　浩章

ペインクリニック科 午前 穴山　玲子 穴山　玲子 穴山　玲子 穴山　玲子 矢野  由夏 矢野  由夏 矢野  由夏 矢野  由夏 矢野  由夏
午後 ＜光線治療＞

午後 穴山　玲子 穴山　玲子 青野　寛 穴山　玲子 穴山　玲子 高野　浩章
青野　寛

消化器外科・一般 午前 岡林　雄大 高田  暢夫 中村　敏夫 渋谷　祐一 眼科 午前 大庭　啓介 大庭　啓介 大庭　啓介 大庭　啓介
外科 稲田　涼 尾崎　和秀 須井　健太 岡林　雄大 稲田　涼 大庭　啓介 髙橋　政雄 髙橋　政雄 髙橋　政雄 髙橋　政雄

髙橋　政雄 林　勇樹 林　勇樹 林　勇樹
午後 中村　敏夫 尾崎　和秀 耳鼻咽喉科 午前 梶山  泰平 松本　淳也 松本　淳也

佐藤  琢爾 須井　健太 岡林　雄大 戸嶋　俊明 小桜　謙一　 小桜　謙一　 小桜　謙一　
高田　暢夫 土井　彰 梶山  泰平 土井　彰

乳腺・甲状腺外科 午前 ＜乳腺＞高畠　大典 ＜乳腺＞高畠　大典 午後
＜甲状腺＞大石　一行*8　 ＜甲状腺＞大石　一行 歯科口腔外科 午前 立本　行宏 立本　行宏*9 立本　行宏 立本　行宏 医師交替

午後 ＜乳腺＞高畠　大典 ＜甲状腺＞大石　一行*8　 ＜乳腺＞高畠　大典 立石　善久 銅前  昇平 立石　善久 立石　善久
＜家族性腫瘍カウンセリング外来＞ 原　慎吾 原　慎吾 原　慎吾 銅前  昇平 ＜障害者歯科＞

高畠大典/大石一行*21 ＜甲状腺＞大石　一行 鈴木　康男*10
午前 渋谷　祐一 渋谷　祐一 ＜障害者歯科＞ ＜障害者歯科＞ ＜障害者歯科＞ 福留　麗実

移植外科 堀見  孔星 堀見  孔星 福留　麗実 福留　麗実 福留　麗実
＜妊婦歯科健診＞ ＜妊婦歯科健診＞ 銅前  昇平 ＜妊婦歯科健診＞ ＜妊婦歯科健診＞

循環器内科 午前 尾原　義和 谷岡　克敏 山本　克人 福岡　陽子 福留　麗実 福留　麗実 福留　麗実 福留　麗実
吉村　由紀 午後 銅前  昇平 銅前  昇平 医師交替*3 立本　行宏
＜不整脈＞ 立石　善久 立石　善久 立石　善久 医師交替
山本　克人 原　慎吾 原　慎吾 立本　行宏*8 銅前  昇平 ＜障害者歯科＞

午後 ＜虚血外来＞*2 ＜ペースメーカー＞ ＜障害者歯科＞ ＜障害者歯科＞ ＜障害者歯科＞ 鈴木　康男*10
尾原　義和 医師交代*6 福留　麗実 福留　麗実 福留　麗実 三次　正春 福留　麗実

＜検診精査＞*2 ＜検診精査＞*2 ＜検診精査＞*2 ＜ペースメーカー＞ *3 第4週休診 *9　第1・3・5週診察 *8　第2・4週診察 *10　第2週午後休診

山本　克人 山本　克人 山本　克人 医師交代*6 婦人科 午前 森田　聡美 林　和俊 山本　寄人
心臓血管外科 午前 ＜低侵襲血管内治療＞ 川瀨　史愛 山本　寄人 ＜女性総合・婦人科＞

大上　賢祐 脇川　晃子
午後 高橋　成彦 小松　淳子*4 ＜女性総合・婦人科＞ 南　　晋*4

上野　晃子

午後 近藤  庸夫
＜婦人科下肢リンパ浮腫

外来＞ ＜上肢リンパ浮腫外来＞ 川瀨　史愛
山本　寄人 高畠　大典*8

呼吸器内科 午前 山根　髙 浦田　知之 山根　髙 浦田　知之 生殖医療科 午前 南　　晋 小松　淳子
荒川　悠 梅下　会美 午後 医師交替*17*4 南　　晋*4

呼吸器外科 午前 岡本　卓 岡本　卓 産科 午前 ＜ハイリスク＞
中野　貴之 中野　貴之 永井  立平

脇川　晃子 上野　晃子 高橋　成彦
午後 岡本　卓 中野　貴之

午後 ＜ハイリスク＞ ＜胎児超音波＞ 松島　幸生　 山本　眞緒
＊2　紹介患者さんのみ  *4  再診のみ *6　第2，4週休診　 森田　聡美 森田　聡美

血液内科・輸血科 午前 町田　拓哉 今井　利 岡　聡司 今井　利 町田　拓哉 ＜胎児超音波＞ ＜出生前診断＞
岡　聡司 藤澤　佑香 藤下　恵悟 藤澤　佑香 松田  真幸 松島　幸生　 永井  立平

小児科 午前 西内　律雄 永野　史翔 西内　律雄 宮澤　真理 原  真由美
午後 造血幹細胞移植後外来*8 ＜小児発達＞ ＜小児発達＞ ＜小児発達＞

糖尿病・内分泌内科 午前 菅野　尚*2 菅野　尚 江端　千尋 菅野　尚 深田　順一*4*8 中田　裕生*13 ＜小児発達＞ ＜内分泌・腎臓＞ 金澤　亜錦 中田　裕生*13
菱田　藍 菱田　藍 ＜内分泌・腎臓＞ 土本  啓嗣 宮澤　真理 ＜小児神経＞

午後 江端　千尋 菅野　尚 宮澤　真理*13 ＜内分泌・腎臓＞ 所谷　知穂
大髙  泰幸 宮澤　真理 ＜小児循環器＞

神経内科 午前 丸吉　夏英 栄徳　隆裕*4
午後 丸吉　夏英 午後 林　一鷹 原　真由美 森田　詩織 桑名　駿介 石井  雅人

脳神経外科 午前 福田　真紀 森本　雅徳 津野　隆哉*16 ＜内分泌・腎臓＞ ＜小児発達＞ ＜慢性疾患＞ ＜小児発達＞ ＜小児神経＞
西村　裕之 近藤  雄一郎 宮澤　真理 金澤　亜錦 所谷　知穂 中田　裕生 小林　勝弘

午後 政平　訓貴 森本　雅徳*4 津野　隆哉*16 ＜川崎病＞ ＜乳児検診＞ ＜小児発達＞ ＜小児アレルギー＞ ＜血液・腫瘍＞
近藤  雄一郎 永野　史翔 石井　雅人 金澤　亜錦 土本　啓嗣 西内　律雄

＜乳児検診＞ ＜小児循環器＞ ＜小児神経＞ ＜小児循環器＞
桑名　駿介　 重光　祐輔 所谷　知穂 栄徳　隆裕

精神科 午前 澤田　健*4 ＜予防接種外来＞ ＜乳児検診＞ ＜予防接種外来＞ ＜内分泌・腎臓＞ ＜予防接種外来＞
＜児童精神科＞ ＜児童精神科＞ ＜児童精神科＞ ＜児童精神科＞ 森田　詩織 森田　詩織 林　　一鷹 宮澤　真理 桑名　駿介

永野　志歩*4 吉本　康高*4 永野　志歩*4 吉本　康高*4 ＜乳児検診＞
午後 ＜児童精神科＞ 三宅　健太郎*4 澤田　健*4 北代　晶帆*4 林　一鷹

永野　志歩*13 小児外科 午前 佐々木　潔
午後 佐々木　潔 佐々木　潔

＊4　再診のみ　＊13　予約外来のみ　*8 第2、第4週のみ＊17南晋医師、小松淳子医師、脇川晃子医師

外来診療時間は次のとおりです
原則予約制です。　予約外の方は当日来院時に診療予約をおこなってください。

電話での予約は、「かかりつけ医」からの申し込みのみ受け付けております。

問い合わせ先　：　高知医療センター
　　　　　　　　　　　　高知市池２１２５ー１ 　　　　　　　　　　　　TEL：（代） ０８８－（８３７）－３０００　　(代）FAX：０８８－８３７－６７６６

午前８時30分から午前１２時
午後１時から午後４時30分
（土・日・祝日休診）

*2　紹介患者さん（院外）のみ    *4 再診のみ　*16　1/14、1/28  診察　　*8 第2、第4週診察

 *4  再診のみ  ＊13　予約外来のみ

*21　第1・第3週　*18　辻晃仁医師、奥山浩之医師が交替で診察 *8 第2、第4週診察　*3　15時まで


