
診療科 月 火 水 木 金 備考

午前 8:30～11:00

午後 13:00～14:30

松木 ◎長谷川 松木 ◎水野 長谷川

髙田 髙田 岡崎 岡崎 柴田

高橋 中村 水野 高橋 中村

◎柴田 大屋 ◎出張医 髙田(紹介予約のみ) ◎大屋

午後 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ 予約のみ

田中 近藤 永山 長尾 －

◎永山 ◎長尾 ◎田中 ◎近藤 ◎古川

長尾
永山

◎出張医 ◎出張医 ◎出張医 ◎大森 ◎出張医

安部 池田 前田 小野 在原

－ 大森 在原 安部 池田

小野 池田 在原 大森 在原

安部 大森 － 小野 池田

－ － － 安部 －

午前  8:30～11:00 長谷部 長島※ － 吉田 長島

午後 予約のみ 吉田 長島 長谷部 吉田 長島

武藤 仙丸 高岡 仙丸 大塚

長谷 サシーム 東海林 東海林 長谷

齋藤 羽根 サシーム 齋藤 武藤

午後 予約のみ 予約のみ 予約のみ － 予約のみ 乳腺外来

赤坂
藤田
赤坂
藤田

安藤 長汐 安藤 長汐 安藤※

長汐 出張医(股関節) 出張医(上肢)

出張医 －

午後 予約のみ 出張医(脊椎) － － － 出張医(脊椎)

午前  8:30～11:00 林 林 林 林 林

午後 13:30～15:00 林 － 林 林 －

斉藤 福田 斉藤 福田 斉藤

工藤 東海林 工藤 東海林 東海林

斉藤 工藤

福田 東海林

午前 山崎 髙田 有元 堀 髙田

午後 予約のみ 有元 髙田 山崎 長尾 髙田

長尾 （交代制） 山崎 有元 堀

出張医 （交代制） 堀 髙田 （交代制）

山﨑 － 長尾 有元 －

出張医 （交代制） 有元 堀 （交代制）

午前 小笠原 福多 立木 立木 福多

午後 予約のみ － 立木 福多 － －

午前 8:30～11:00

午後 予約のみ

午前  8:30～11:00

午後 予約のみ

午前  8:30～11:00

午後 予約のみ

午前

午後 予約のみ

緩和ケア外来 午前 予約のみ － － 中谷（隔週） － －  診療時間(午前)11:30～13:30

麻酔科 午後 予約のみ 術前診察 術前診察 術前診察 術前診察 術前診察  診療時間(午後)13:00～

午前

午後

 8:30～11:00午前
消化器内科

胃腸内科

胆膵内科
午後 予約のみ

藤田

血液腫瘍内科

総合内科 村上 － 村上 － 村上

受付時間

午前 8:30～11:00

  2021年5月　外来診療予定表
   診療時間　午前  9:15～　午後 14:00～  ※診療科により異なる場合があります(備考参照)

　（都合により休診、診療日・時間等を変更することがあります）

呼吸器内科
午前  8:30～11:00

午後 予約のみ 古川 近藤 田中 －

内科

循環器内科

糖尿病内科

午前  8:30～11:00
外科

消化器外科

呼吸器外科

心臓血管外科
小林

午後 予約のみ 赤坂 多田 藤田 －

 8:30～11:00午前 赤坂 多田

小児科

午前  8:30～11:00

午後
1ヵ月健診

（受付13:30～）

婦人科

午前

泌尿器科

眼科

午後 予約のみ

解良 解良 解良 解良 解良

皮膚科 出張医 出張医 － － 出張医  診療時間(午後)13:00～

精神科 － 一ノ橋 － 一ノ橋 －

放射線治療 － 出張医 － － 出張医・出張医予約のみ

午前  8:30～11:00

耳鼻咽喉科 出張医 出張医 出張医 出張医 出張医

産科

脳神経外科

整形外科

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院
お問い合わせ先 ☎ 0143-44-4650

( 急病・夜間 ☎ 0143-47-0990 )

専門外来（予約制）
【腎臓外来】第3火曜(午後)
【心臓外来】第2・4木曜
【内分泌外来】第3金曜
【神経外科外来】第1金曜(午後)
【ｱﾚﾙｷﾞｰ外来】 第3木曜

予防接種外来 受付時間
火曜日 13:30～15:00(予約不要)
木曜日 14:00～15:00(予約制)

診療時間(午前)9:00～

※室蘭市・登別市で実施する無料クー
ポンの【がん検診】は予約制
検診時間(午前)9:00～

診療時間(午前)9:00～

【1ヵ月健診】 毎週水曜日の午後
診療時間 13:30～

診療時間(午前)9:30～

【乳がん検診】 (予約制)

検査日：毎週 火・木曜日

「◎」は新患担当

【ピロリ菌外来】(予約制)
毎週火曜日16:00~

診療時間(午後)13:30～
「◎」は新患担当

※紹介患者さんの場合は、事前に地域医療

連携課にて診療日時を調整します

「◎」は新患担当

福岡医師：火・木曜日(午後) 予約制

【糖尿病内科】 毎週木曜日
担当医:髙田医師

診療時間(午後)13:00～

診療時間(午前)9:30～

※第3火曜日午前 担当:出張医

診療時間 (午前)
月～木 9:30～
金 10:00～

※再診の受付は16:00迄

診療時間(午前)9:30～

【腎移植外来】(予約制) 
第2・4金曜14:00～

予防接種
※BCGﾜｸﾁﾝ除く
（予約不要）

BCG予防接種
（予約制）

13:00～15:30
※予防接種外来の

受付時間備考参照

☆・・・変更箇所

8:30～11:00
※火・金は10:30迄

8:30～11:00

※火・金は10:30迄

診療時間
(午前)9:30～ (午後)13:00～

8:30～11:00
※月は10:00迄

出張医(膝)
(第2・4週のみ)

新患)予約のみ
再診)8:30～11:00

☆

☆

☆

8:30～11:00
※火・金は10:30迄

出張医(上肢)
(第2・4週のみ)

出張医(下肢)
(第2・4週のみ)

出張医(上肢)
(第1・3・5週のみ)

出張医(股関節)
(第3・5週のみ)

※第4金曜日のみ

担当:安藤医師 → 長汐医師



 

休診医師 代診医師

柴田医師 5月17日 （月） なし

柴田医師 5月21日 (金) なし

休診医師 代診医師

武藤医師 5月14日 (金) なし

長谷医師 5月21日 (金) なし

武藤医師 5月21日 (金) なし

2021年4月27日更新日：

内科・循環器内科

糖尿病内科

休診日

休診日

外科・消化器外科

呼吸器外科

製鉄記念病院
社会医療法人

医師休診情報5月


