
月 火 水 木 金 土

701 山﨑 岡田 大木 杉本 稲垣 妊婦外来
(担当医)

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川 妊婦外来
(担当医)

703 細川 安田 田中 二木 大和

704 北 胡
頭痛外来
（稲垣）

城

705 ロボット手術外来 ロボット手術外来

701 山﨑 岡田 大木 本山 稲垣

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川

703 細川 安田 田中 二木 大和

704 北 胡 1ヵ月健診
１３：３0～ 城 1ヵ月健診

１３：３0～

705 ロボット手術外来
（14：00～16：00）

1ヵ月健診
１３：３0～

ロボット手術外来
（14：00～16：00）

707

711

予約センター：０６－６４７１－９０２５

フリーダイヤル：０１２０－２７９－０２５（携帯電話、ＰＨＳからはかかりません）

※土曜日外来について
　　妊娠されている方を対象に外来診察をさせていただいております。

　   完全予約制、医師の指定は出来ませんのでご了承ください。

月 火 水 木 金 土

701 山﨑 岡田 大木 杉本 稲垣 妊婦外来
(担当医)

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川 妊婦外来
(担当医)

703 細川 安田 田中 二木 大和

704 北 胡
頭痛外来
（稲垣）

城

705 ロボット手術外来 ロボット手術外来

701 山﨑 岡田 大木 本山 稲垣

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川

703 細川 安田 田中 二木 大和

704 北 胡 1ヵ月健診
１３：３0～ 城 1ヵ月健診

１３：３0～

705 ロボット手術外来
（14：00～16：00）

1ヵ月健診
１３：３0～

ロボット手術外来
（14：00～16：00）

707

711

予約センター：０６－６４７１－９０２５

フリーダイヤル：０１２０－２７９－０２５（携帯電話、ＰＨＳからはかかりません）

※土曜日外来について

　　妊娠されている方を対象に外来診察をさせていただいております。

　   完全予約制、医師の指定は出来ませんのでご了承ください。

午前
（９：００～１２：００）

午後
（１４：００～１７：００）

午前
（９：００～１２：００）

午後
（１４：００～１７：００）

産婦人科診療担当医表　2020.10～11月

産婦人科診療担当医表　2020.10～11月

2週間健診　１３：00～

2週間健診　１３：00～



月 火 水 木 金 土

701 山﨑 岡田 大木 杉本 稲垣 妊婦外来
(担当医)

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川 妊婦外来
(担当医)

703 北 安田 田中 二木 大和

704 ロボット手術外来 胡
頭痛外来
（稲垣）

城

705 ロボット手術外来

701 山﨑 岡田 大木 本山 稲垣

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川

703 北 安田 田中 二木 大和

704 ロボット手術外来
（14：00～16：00） 胡 1ヵ月健診

１３：３0～ 城 1ヵ月健診
１３：３0～

705 1ヵ月健診
１３：３0～

ロボット手術外来
（14：00～16：00）

707

711

予約センター：０６－６４７１－９０２５

フリーダイヤル：０１２０－２７９－０２５（携帯電話、ＰＨＳからはかかりません）

※土曜日外来について
　　妊娠されている方を対象に外来診察をさせていただいております。

　   完全予約制、医師の指定は出来ませんのでご了承ください。

月 火 水 木 金 土

701 山﨑 岡田 大木 杉本 稲垣 妊婦外来
(担当医)

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川 妊婦外来
(担当医)

703 北 安田 田中 二木 大和

704 ロボット手術外来 胡
頭痛外来
（稲垣）

城

705 ロボット手術外来

701 山﨑 岡田 大木 本山 稲垣

702 村越 嶋村 荻本 吉田 中川

703 北 安田 田中 二木 大和

704 ロボット手術外来
（14：00～16：00） 胡 1ヵ月健診

１３：３0～ 城 1ヵ月健診
１３：３0～

705 1ヵ月健診
１３：３0～

ロボット手術外来
（14：00～16：00）

707

711

予約センター：０６－６４７１－９０２５

フリーダイヤル：０１２０－２７９－０２５（携帯電話、ＰＨＳからはかかりません）

※土曜日外来について

　　妊娠されている方を対象に外来診察をさせていただいております。

　   完全予約制、医師の指定は出来ませんのでご了承ください。

午前
（９：００～１２：００）

午後
（１４：００～１７：００）

午前
（９：００～１２：００）

午後
（１４：００～１７：００）

産婦人科診療担当医表　2020.12～2021.3月

産婦人科診療担当医表　2020.12～2021.3月

2週間健診　１３：00～

2週間健診　１３：00～


