
石巻赤十字病院
診療科のご案内

（令和4年度）



目次

・診療予約の受付方法・・・P1
・血液内科・・・・・・・・P9
・糖尿病内科・・・・・・・P10
・高血圧内科・・・・・・・P11
・緩和ケア外来・・・・・・P12
・腎臓内科・・・・・・・・P13
・呼吸器内科・・・・・・・P15
・消化器内科・・・・・・・P17
・循環器内科・・・・・・・P19
・脳神経内科・・・・・・・P21
・脳神経外科・・・・・・・P22
・小児科・・・・・・・・・P23
・小児外科・・・・・・・・P25
・血管外科・・・・・・・・P26
・外科・・・・・・・・・・P27
・整形外科・・・・・・・・P29
・形成外科・・・・・・・・P31
・呼吸器外科・・・・・・・P33
・心臓血管外科・・・・・・P34
・眼科・・・・・・・・・・P35
・皮膚科・・・・・・・・・P36
・耳鼻咽喉科・・・・・・・P37
・感染症内科・・・・・・・P38
・泌尿器科・・・・・・・・P39
・乳腺外科・・・・・・・・P41
・産科・婦人科・・・・・・P43
・放射線診断科・・・・・・P45
・放射線治療科・・・・・・P46
・歯科口腔外科・・・・・・P47



診療予約の受付方法

1.医療機関からのお申込の場合
①紹介状を総合患者支援センターまでFAXでお送りください。その際、FAX送信票に送信

目的をご記入いただけますと、よりスムーズなやり取りが可能になります。

送信目的をチェックできるFAX送信票（4ページ）も作成しましたので、よろしければ

ご活用ください。

②予約状況を確認のうえ調整し、総合患者支援センターから予約確認票をFAXで返信いた

します。

③患者さんに【紹介状】【予約確認票】をお渡しください。

④受診当日は【紹介状】【予約確認票】【保険証】【各種受給者証・当院診察券（お持ち

の方）】をご持参のうえ、紹介受付までお越しいただきますようご案内ください。

⑤ご紹介いただきました患者さんが当院を受診されましたら、診療結果ならびに治療方針

などにつきまして、担当医師から報告いたします。

＊初診で当院を受診する場合は、紹介状が必要になります。（小児科、小児外科、乳腺外科

を除く）

＊緊急受診もしくは早急に診療予約が必要な患者さんのご紹介は医療機関紹介専用ダイヤル

まで、ご連絡ください。

＊お急ぎでない場合は患者さんに“患者さん専用フリーダイヤル”をご案内ください。

なお、フリーダイヤル案内小冊子が無くなりましたら、総合患者支援センターまでご連絡

ください。後日郵送します。

＊診療日・診療科等は紹介担当医師表をご参考ください。

総合患者支援センター

ん

石巻赤十字病院
（総合患者支援センター）

患者さん

予約専用ダイヤル 受付時間 電話番号 FAX

医療機関からの
紹介専用ダイヤル

【平 日】8：30～18：00
【土曜日】9：00～13：00

0225-21-7240
※土曜日は0120-915-917

0225-23-0071

患者さん専用フリーダイヤル
【平 日】9：00～18：00
【土曜日】9：00～13：00

0120-915-917 ー
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③ 紹介状・予約確認票を
患者さんへ



診療予約の受付方法

2.紹介状をお持ちの患者さんがお申込する場合

①患者さんに、フリーダイヤル予約のご案内をお渡しください。

②患者さんから、フリーダイヤル予約にお電話でお申し込みいただきます。

③総合患者支援センターのスタッフが、いくつかご質問させていただきます。

患者さんのお名前 / 生年月日 /住所・電話番号 / 当院の受診歴 /

紹介元医療機関名 / 受診を希望される診療科 / 指定医師名 / 現在の症状

※可能な限り、患者さんのご希望の日時で予約いたします。

④受診当日は【紹介状】【保険証】【各種受給者証・当院診察券（お持ちの方）】をご持

参のうえ、紹介受付までお越しいただきます。

⑤ご紹介いただきました患者さんが当院を受診されましたら、診療結果ならびに治療方針

などにつきまして、担当医師から報告いたします。

3.腎臓内科外来へのご紹介の場合
5ページの『腎臓内科へのご紹介の流れ』をご確認の上、専門の『診療情報提供書』用紙

（6ページ）でお申し込みください。

※病院ホームページにも、エクセル版データがございますので、ぜひご活用ください。

ん
総合患者支援センター

石巻赤十字病院
（総合患者支援センター）

患者さん
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① 紹介状・
フリーダイヤル予約の
ご案内を患者さんへ



診療予約の受付方法

4.検査のみのご紹介の場合
以下の検査についてご依頼を受け付けております。

＜申込方法＞

①専用の診療情報提供書（7、8ページ）に必要事項をご記入のうえ、総合患者支援センター

へFAXしてください。

②日程を調整し、予約票を紹介元医療機関へFAXいたします。

③予約票を患者さんへお渡しください。

④検査終了後、専門医による読影を行い、画像データ・報告書を発送いたします。

※病院ホームページにも、エクセル版データがございますので、ぜひご活用ください。

核医学検査

骨シンチ

腎シンチ（DMSA・レノグラム）

ガリウムシンチ

MIBG心筋シンチ

ドバミントランスポータシンチ

脳血流シンチ（IMP・ECD）

CT・MRI
CT
MRI
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～ 腎臓内科へのご紹介の流れ ～

【医療機関からの申し込み方法】

予約状況を確認のうえ調整し、総合患者支援セ
ンターから予約確認票をＦＡＸで返信致します。2

3

受診当日は【診療情報提供書】【予約確認票】
【保険証】【各種受給者証】【お薬手帳】
【当院診察券※お持ちの方】をご持参のうえ、紹
介受付までお越しいただきますよう、ご案内下さ
い。

4

ご紹介いただきました患者さんが受診されましたら、診療結果・並びに治療方針などにつ
きまして担当医師からご報告いたします。
※検査結果等でお返事が遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
5

【患者さんからの申し込み方法】

患者さんに【診療情報提供書（腎臓内科診療
予約申し込み書）】と【フリーダイヤル紹介予約
システムのご案内】をお渡し下さい。
2

患者さんからフリーダイヤル予約にお電話で申し
込みいただき、スタッフがいくつかご質問させていた
だいたうえで、ご予約のご案内を致します。

紹介患者さん 専用電話 0120-915-917
（フリーダイヤル）

受付時間 平日 9：00 ～ 18：00

3

受診当日は【診療情報提供書】【保険証】
【各種受給者証】【お薬手帳】【当院診察券※
お持ちの方】をご持参のうえ、紹介受付までお越
しいただきます。
4

診療情報提供書（腎臓内科診療予約申し込み書）をご記入いただき、総合患
者支援センターまでＦＡＸでお送り下さい。

紹介専用 ＦＡＸ番号 0225-23-0071
ＦＡＸ受付時間 平日 8：30～17：00

1

患者さんに【診療情報提供書（腎臓内科診療
予約申し込み書）】【予約確認票】をお渡し下さ
い。
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血液内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など造血器腫瘍、再生不良性貧血、骨髄異形性

症候群、特発性血小板減少性紫斑病などの血液疾患

血液内科では白血病、悪性リンパ腫などの造血器腫瘍を中心にその他の血液疾患について

も診断および治療を行っております。現在は、常勤医以外にも東北大学病院からの支援医師

も増え、がん治療用の放射線照射装置「リニアック」や骨髄移植も可能な無菌室もあり

専門的な診療が可能となっております。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

高川 真徳 部長（平成3年卒）

中嶌 真治 副部長（平成16年卒）

大橋 圭一 副部長（平成23年卒）

◆外来担当医師表

9

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

高川真徳 高川真徳
大橋圭一◆

（第2.3.4.5週） 中嶌真治 中嶌真治

小林匡洋◆
（非常勤）

張替秀郎◆
（非常勤）

（第1週のみ）
猪倉恭子◆

大西康◆
（非常勤）

大橋圭一◆

午後 高川真徳 高川真徳



糖尿病内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

糖尿病

患者さんそれぞれの生活習慣に合うような診療を提供できるようにと考えています。

外来では、具体的な食事療法を中心に、経口血糖降下剤、インスリン処方をします。

また、入院ベッドを確保し、インスリン導入に対応します。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

杉村 和彦 部長（昭和61年卒）

◆外来担当医師表

10

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 杉村和彦 非常勤 杉村和彦◆ 杉村和彦 杉村和彦

午後 杉村和彦 杉村和彦 杉村和彦



高血圧内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

本能性高血圧、二次性高血圧（腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症、原発性アルドステ

ロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫など）、内分泌疾患（副腎、下垂体疾患など）

下記患者さんがいらっしゃいましたら、ご紹介ください。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

赤間 裕良 部長（昭和62年卒）

◆外来担当医師表

11

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 赤間裕良◆ 赤間裕良◆ 赤間裕良◆

午後 赤間裕良 赤間裕良 赤間裕良



緩和ケア外来
◆概要・特色

◆対象疾患

悪性腫瘍に限りません

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

鈴木 聡 副院長（昭和61年卒）

緩和ケア外来はあらゆる「つらさ」に向きあう人のための外来です。私たちは患者さんと

その大切な人に向けて次のようなメッセージをお送りしています（病院HPから抜粋）。

からだのこと。こころのこと。くらしのこと。スピリチュアルなこと。病気には様々な

「つらさ」があります。

「つらさが和らぐ。あなたがあなたらしく豊かな毎日を過ごす。それが緩和ケアセンター

スタッフ全員の願いです。

緩和ケアはあなたの大切な人が「つらい…」と感じたその時から始まります。

病名を告げられたとき。これから治療が始まるとき。治療を受けているとき。治療が終わっ

たとき。「つらい…」と感じたらいつでも声を聞かせていただけませんか？

緩和ケア外来では医師の診察だけでなく緩和ケアチームのサポートを受けることができます。

緩和ケアチームは、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、公認心理師、歯科衛生士、管理栄養

士、社会福祉士、臨床宗教師（外部）からなる「専門家集団」です。

外来化学療法の患者が治療上の悩みを相談できる「がん看護相談外来」もあります。

◆外来担当医師表
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◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 鈴木聡◆ 鈴木聡◆ 鈴木聡◆ 鈴木聡◆

午後 鈴木聡◆ 鈴木聡◆ 鈴木聡◆ 鈴木聡◆ 鈴木聡◆



腎臓内科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

検尿異常・腎機能障害、電解質異常、腎不全、腎炎・ネフローゼ症候群、高血圧・糖尿病

に合併した腎障害

＜腎臓内科＞

当院は二次医療圏で唯一の腎臓内科専門医が常勤する急性期総合病院です。急性腎障害

や腎炎・ネフローゼ症候群から慢性腎臓病、慢性腎不全まで幅広く診療しています。

昨年度は約350名の迫る新規紹介を頂き、その2割弱で紹介元との併診も含めフォロー継

続しています。昨年度石巻地区でも「CKD重症化予防の指針」が発行されました。より早

期からの連携を図りながら、地域の腎臓病診療の質向上に貢献して参ります。

＜血液浄化センター＞

当センターは計50床、月・火コースいずれも2部制で運営していましたが、昨年度より火

コースを1部のみにしています。隔離を要するCOVID19罹患・濃厚接触者となった透析患

者への対応のためです。これまでにも増して、外来維持透析患者は地域の透析施設への転

医を進めています。

また常時5名以上の維持透析患者が他科に入院しており、その透析管理を行っています。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

中道 崇 部長（平成15年卒）

山陰 周 副部長（平成23年卒）

中西 慶恵 医師（平成26年卒）

小山 千佳 医師（平成29年卒）

13



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

慢性腎臓病患者ご紹介の際は、出来る限り長期間の腎機能データを添付して下さい。

当院では、新規の維持透析患者さんの転入は受けておりません。

また、旅行での一時的な維持透析も行っておりません。どうぞご了承下さい。

14

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

中道崇◆ 山陰周 中道崇◆
中道崇◆

（第1・3週）

中西慶恵◆
（第2・4週)

午後 担当医師◆ 山陰周 担当医師◆ 小山千佳



呼吸器内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

呼吸器疾患全般

地域の呼吸器診療の拠点として、急性期から慢性期までのあらゆる呼吸器疾患に対して、

高い専門性をもった全人的医療を実践しています。「石巻地域COPDネットワーク（ICON）」

「石巻地域喘息ネットワーク（IBAN）」「石巻地域肺炎ネットワーク」などの医療連携を

通して、地域の先生方とともに、石巻地域の呼吸器診療の質の向上を目指しています。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

矢内 勝 院長補佐（昭和55年卒）

小林 誠一 部長（平成7年卒）

花釜 正和 部長（平成13年卒）

石田 雅嗣 副部長（平成18年卒）

小野 学 副部長（平成18年卒）

佐藤 ひかり 副部長（平成20年卒）

奥友 洸二 医師（平成25年卒）

齋藤 拓矢 医師（平成28年卒）

白井 祐介 医師（平成30年卒）

高橋 幸大 医師（平成30年卒）

山邊 千尋 医師（令和2年卒）

15



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

ご紹介の際、以前の胸部画像（過去数年分）がありましたら添付して下さい。

16

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

小林誠一◆ 矢内勝◆
矢満田慎介◆
（非常勤）

奥友洸二◆ 石田雅嗣◆

小野学◆ 花釜正和◆ 佐藤ひかり
山田充啓◆
（非常勤）

藤野直也◆
（非常勤）

担当医師

午後

小林誠一 矢内勝 佐藤ひかり◆ 奥友洸二 石田雅嗣

小野学 花釜正和
山田充啓

（非常勤）
藤野直也

（非常勤）

ICON外来 禁煙外来 ICON外来



消化器内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、肝炎、肝硬変、胃癌、

大腸癌、胆嚢癌、胆管癌、膵癌、肝癌、その他

現在当院消化器内科は、胃腸・胆膵・肝臓の専門医が揃っており、外科との密接な連携の

もと、内視鏡的治療としては、早期の食道癌・胃癌・大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層

剥離術、総胆管結石に対する内視鏡的切石術、手術不能胆管癌・膵癌・食道癌・胃癌・大腸

癌に対する内視鏡的ステント留置など積極的に行なっています。

肝臓領域に関しては、外来でB型肝炎・C型肝炎に対する抗ウイルス治療、入院で肝癌に

対するラジオ波焼灼療法・肝動脈塞栓術などを行なっています。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

赤羽 武弘 部長（昭和62年卒） 肝臓

富永 現 部長（昭和63年卒） 大腸

海野 純 副部長（平成11年卒） 膵臓・胆道

藤坂 泰之 副部長（平成21年卒） 肝臓

前嶋 隆平 副部長（平成18年卒） 胃

山本 康央 副部長（平成18年卒） 胃・腸

孫 祖文 医師（令和2年卒）

17



◆外来担当医師表

18

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

＜一般＞

月 火 水 木 金

午前

担当医師◆ 富永現◆ 前島隆平◆ 山本康央◆ 海野純◆

朝倉 徹
（非常勤）

担当医師◆

非常勤

午後 富永現 山本康央 海野純◆

＜肝臓＞

月 火 水 木 金

午前 赤羽武弘◆ 赤羽武弘◆ 藤坂泰之◆

午後 赤羽武弘 赤羽武弘 藤坂泰之



循環器内科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

急性心筋梗塞、狭心症、不整脈（心房細動など）などの循環器疾患全般

近年増加している虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症）や、診断技術の向上で明らかと

なってきた不整脈など、当院循環器科では心臓に関わるほとんどの治療が行えます。

心臓カテーテル検査は主に手首に局所麻酔をして行い、負荷心電図や心臓超音波検査

など心臓に関わる検査を含め2-4日間の入院で行っています。また、不整脈についても

徐脈に対してはペースメーカー治療を行い、頻脈に対してはカテーテルアブレーション術※

を施行しております。

心不全増悪や循環器疾患が疑われる場合は精査させていただきます。

※アブレーション紹介患者 クライテリア

当院のアブレーション術は、以下疾患が適用となりますのでお声がけください。

・有症状の発作性、持続性（2年以内）心房細動

・若年性の発作性心房細動

・発作性上室性頻拍

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

山中 多聞 部長（平成8年卒）

高橋 徹也 副部長（平成22年卒）

豊島 拓 副部長（平成23年卒）

片脇 航 医師（平成30年卒）

豊嶋 麻集 医師（平成31年卒）

石垣 大河 医師（令和2年卒）

19



◆外来担当医師表

20

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

山中多聞◆ 豊嶋麻集◆ 豊島拓◆ 山中多聞◆ 豊島拓◆

高橋徹也◆ 片脇航◆ 高橋徹也◆ 石垣大河◆ 片脇航◆

高山真
（非常勤）

祐川博康◆
（非常勤）

ペースメーカー
外来

ペースメーカー
外来

ペースメーカー
外来

ペースメーカー
外来

ペースメーカー
外来

虚血性心疾患増悪 心不全ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良 不整脈患者様については24時間いつでも対応さ
せて頂きます。

◆紹介時のお願い



脳神経内科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

脳梗塞・脳内出血、繰り返すてんかん発作やてんかん重積状態、神経感染症、ギランバ

レー症候群、自己免疫性脳炎や脳症などの急性期疾患

※パーキンソン症候群をふくむ神経難病やアルツハイマー病を中心とした認知症は、精査

をおこなって近隣の医療機関に紹介する方針です。外来での治療や経過観察はおこなって

おりません。

脳神経系の先生方や、感覚器や運動器を診療する眼科や整形外科などの先生方からの

ご紹介を中心に診療しており、精査・急性期疾患の対応となります。頭痛、めまい、しびれ

症状については、一度近隣の神経内科へのご紹介をお願いします。

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

及川 崇紀 部長（平成8年卒）

佐藤 遼佑 医師（平成26年卒）

保坂 龍彦 医師（平成30年卒）

浪岡 靖弘 医師（平成31年卒）

志賀 太玖良 医師（令和2年卒）

◆外来担当医師表

21

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆

午後 浪岡靖弘 保坂龍彦 及川 崇紀 佐藤 遼佑



脳神経外科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

くも膜下出血、頭部外傷、脳腫瘍、外科的治療要する脳内出血・脳梗塞

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

石川 修一 部長（平成2年卒）

岩渕 直也 副部長（平成25年卒）

竹内 洋平 医師（平成28年卒）

特に脳卒中や頭部外傷は緊急手術などの救急対応を必要とする場合が多いため、夜間や

休日も含め24時間対応しています。手術は脳動脈瘤クリッピング術・コイル塞栓術、

高血圧性脳内出血や外傷性頭蓋内出血に対する血腫除去手術、水頭症手術、脳腫瘍摘出手術

などを行っています。

また脳神経内科との協同で脳梗塞超急性期の血栓溶解療法、血栓回収療法も行っています。

下記疾患の方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。

◆外来担当医師表

22

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 石川修一 石川修一◆ 担当医師◆ 石川修一◆



小児科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患
新生児から（原則として）中学生までの小児内科疾患（NICUでは在胎30週以降、出生体重
1000g以上）

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

桑名 翔大 部長（平成22年卒） 新生児・発達

加納 伸介 副部長（平成21年卒） アレルギー

伊藤 健 医師（昭和56年卒） 発達

宇根岡 慧 医師（平成26年卒） アレルギー

白石 直広 医師（平成30年卒）

宍戸 悠華 医師（令和2年卒）

当院は石巻地方唯一の小児科入院施設ですので、近隣医療機関からの小児の診療依頼には

常に応じる体制をとっています。したがって、入院（二次）診療を主体にしております。

平日の午前は感冒などの外来、午後は神経疾患、循環器疾患、アレルギー疾患、NICU

退院後のフォローアップ、予防接種、1か月、2か月・8か月健診の各種専門外来を主と

して行っております。（神経疾患外来は午前・午後どちらも行っております）

自閉症スペクトラム(ASD)や注意欠如・多動障害（ADHD)などの発達障害、心身症や

不登校などこころの問題を抱えた子供も、公認心理師と診察・対応しております。発達外来

枠でご予約下さい。紹介状は不要です。初診時選定療養費もかかりません。ご紹介はお断り

しませんので、お気軽にご紹介下さい。

なお、当院で対応できない場合や専門的あるいは高度な医療を必要とする場合は、主に

仙台圏の専門医療機構と協力しながら行っております。

23



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

時間外や休日にご紹介いただく際、小児科の医師が診察した方が良いと判断した場合は、

紹介状の宛先を「救急科」ではなく「小児科」宛でいただきますよう、お願い致します。

専門外来は完全予約制なので、受診を希望する場合は予め小児科外来（内線1511）に電話

して予約取って頂きますよう、お願い致します。

24

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

＜一般・予防接種・乳児健診＞

月 火 水 木 金

午前
宍戸悠華◆ 宇根岡慧◆ 桑名翔大◆ 白石直広◆ 加納伸介◆

桑名翔大 桑名翔大

午後
担当医師 NICU 担当医師 NICU 担当医師

（予防接種） （乳児検診）

＜神経外来＞

月 火 水 木 金

午前
植松 貢◆
（非常勤）

午後
植松 貢

（非常勤）

＜アレルギー外来＞

月 火 水 木 金

午前
北沢博◆
（非常勤

午後
北沢博◆

（非常勤）

＜心臓外来＞

月 火 水 木 金

午後
岩澤伸哉◆
（非常勤）

＜発達外来＞

月 火 水 木 金

午前 伊藤健 伊藤健 伊藤健 伊藤健

午後 伊藤健◆ 伊藤健 伊藤健◆ 伊藤健 伊藤健◆



小児外科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

鼠径ヘルニア・陰嚢水腫・停留精巣・移動精巣等の精巣の異常、臍ヘルニア、急性腹症、

肛門周囲膿瘍、便秘症（裂肛血便を含む）皮下腫瘤

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

工藤 博典 部長（平成13年卒）

小児外科の診療では多くの場合で、診断～治療（手術）～経過観察（必要に応じて成人期

以降も）をすべて当科で行う、というのが特徴です。

小児外科は「外科」ですが、治療＝手術というわけではありません。手術治療の適応となる

疾患においても、手術する場合にそのタイミングはどうするか、手術以外の治療法はないか

など、こどもやご家族とご相談しながら診療しております。

残念ながら当院で治療・手術を行えないこと（小さい乳児の方や、より高度な医療を必要

とする疾患）もあります。その場合には東北大学病院小児外科や宮城県立こども病院外科等

と連携して診療にあたっております。

対象の患者さんがおりましたらいつでもご相談ください。

◆外来担当医師表

25

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前
工藤博典◆
（6月より）

工藤博典◆
（6月より）

※5/31付で西功太郎医師退職



血管外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

腹部大動脈瘤（人工血管置換術・ステントグラフト内挿術）、四肢動脈の急性閉塞（血栓症・

塞栓症）、慢性疾患（閉塞性動脈硬化・バージャー病）、下肢静脈瘤、深部静脈血栓症、

腎不全患者の透析用シャント造設など一般外科

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

大原 勝人 部長（平成8年卒） 末梢血管

関根 祐樹 副部長（平成11年卒） 末梢血管

血管外科では、外科的に治療する必要がある患者さんには、血管内治療やバイパス術など、

ひとりひとりに最も適した治療法を提供しています。

動脈瘤破裂や急性動脈閉塞など、緊急を要する場合にも24時間体制で患者さんを受け

入れております。石巻・登米・気仙沼に限らず、宮城県内の広い地域からの患者さんを診察

できるよう努めてまいります。

◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

外来は予約制ですが、お急ぎの場合は電話連絡等いただければ適宜対応いたします。

静脈瘤や深部静脈血栓症を疑う場合は、診察しやすい格好（鼠径部から足の先までが診察範

囲になることがあります）で来て下さい。

26

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師 担当医師

午後 担当医師◆ 担当医師◆



外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

・消化器・一般外科 →消化器癌（食道癌、胃癌、大腸癌、肝癌、膵癌、胆道癌等）、胆石症、

鼠径ヘルニア、急性腹症（腸閉塞、虫垂炎、胆嚢炎等）

・甲状腺外科 →甲状腺・副甲状腺の腫瘍および機能性疾患

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

市川 宏文 部長（平成3年卒） 食道・胃・内視鏡外科

深瀬 耕二 部長（平成11年卒） 肝臓・胆道・膵臓

中西 史 部長（平成11年卒） 肝臓・胆道・膵臓、甲状腺

宮地 智洋 副部長（平成16年卒） 大腸、直腸・肛門

新妻 展近 副部長（平成17年卒） 消化器、一般外科

白崎 圭一 副部長（平成19年卒）

西牧 宏泰 副部長（平成24年卒）

皆瀨 翼 医師（平成30年卒） 消化器、一般外科

大塚 章弘 医師（平成31年卒） 消化器、一般外科

渡邊 大海 医師（平成31年卒） 消化器、一般外科

長野 傑 医師（令和2年卒）

消化器や甲状腺、鼠径ヘルニアなどの疾患に対して手術を中心とした診療を行います。消

化器外科の専門医が高度な医療サービスを提供します。

先進的な医療技術（3D内視鏡や手術支援ロボットなど）を用いて、食道癌、胃癌、大腸

癌、肝臓癌、膵癌などの消化器癌や、胆石症、鼠径ヘルニアなど多くの手術に対して腹腔鏡

や胸腔鏡による侵襲の少ない手術（低侵襲手術、内視鏡手術）を行っています。手術支援ロ

ボット（ダビンチ）が2021年に導入されました。胃切除やほかの手術に対して順次行って

いきます。

27



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

外来は予約制ですが、お急ぎの場合は電話連絡等いただければ適宜対応いたします。

28

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

＜一般外科＞

月 火 水 木 金

午前

市川宏文
石井正

（非常勤）
新妻展近 皆瀬翼 中西史

宮地智洋 深瀬耕ニ 大塚章弘 白崎圭一 渡邊大海◆

長野傑 西牧宏泰

午後

市川宏文◆ 深瀬耕ニ◆ 新妻展近◆ 皆瀬翼◆ 中西史◆

宮地智洋◆ 西牧宏泰◆ 大塚章弘◆ 白崎圭一◆

長野傑◆

＜甲状腺外科＞

月 火 水 木 金

午前
金田巌◆

（非常勤）

午後
金田巌◆

（非常勤）



整形外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

整形外科全般

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

安倍 美加 部長（平成13年卒） 外傷 小児 股関節

舘田 聡 リハビリテーション科
部長（平成14年卒）

脊椎

小出 将志 副部長（平成20年卒） 肩

河原田 智典 医師（平成31年卒）

川又 祐輝 医師（平成31年卒）

菅原 渉瑚 医師（令和2年卒）

当院は救命救急センターを備え、石巻広域の救急患者を広く受け入れているという特徴が

あることから、整形外科では四肢関節、脊椎などに起こった骨折、脱臼、靭帯損傷などの

治療を重点的に行っています。

また、四肢体幹の痛み、しびれ、運動障害、骨粗鬆症などの慢性的な疾患にも力を入れて

います。

脊椎疾患へは、頚椎から腰椎まであらゆる疾患に対応し、保存療法から神経ブロック、除

圧や固定の手術まで、幅広く治療を行っています。また関節疾患に対しては、保存的な治療

に加え、膝関節や肩関節の関節鏡手術、股関節や膝関節、肩関節の人工関節置換術などを

行っております。

地域の先生方とも連携し、幅広いニーズに応え、より良い医療を提供できるよう努めてお

ります。

29



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

緊急性のある疾患の場合は事前に電話などでご一報頂けますと幸いです。

30

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

＜一般＞

月 火 水 木 金

午前

安倍美加◆ 小出将志◆ 舘田聡◆ 舘田聡◆ 安倍美加◆

舘田聡◆
佐々木盛力◆
（非常勤）

河原田智典◆ 小出将志◆ 川又裕輝◆

菅原渉瑚◆ 河原田智典◆ 菅原渉瑚◆

秋貴史◆ 川又裕輝◆

午後 舘田聡

＜小児股関節外来＞

月 火 水 木 金

午後 安倍美加◆

月 火 水 木 金

午後
泉山拓也◆
（非常勤）

※6月より診療開始（隔週）となります。

＜リウマチ外来＞



形成外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

手外科全般(手指切断、重度挫滅、手指骨骨折、脱臼、靱帯損傷、腱断裂、手根管症候群や

肘部管症候群などの絞扼性神経障害、ばね指やドケルバン病などの炎症性疾患）、皮膚皮下

腫瘍、母斑、顔面の外傷や骨折、熱傷、口唇・耳介・手足などの先天的形態異常、ケロイド・

肥厚性瘢痕、瘢痕の修正、手術や外傷で生じた欠損の再建手術(四肢再建、頭頚部再建、乳房

再建など）、眼瞼の形成手術（眼瞼下垂症、眼瞼外反・内反症）など

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

天羽 健一 部長（平成21年卒） 手外科、マイクロサージャ
リー、形成外科一般

高村 有慧 医師（平成31年卒）

形成外科一般診療に加えて、手外科の専門治療に力を入れて行なっています。特に手指

外傷の救急対応は原則として全て受け入れる方針で診療を行っております。

手指切断や重度挫滅など緊急手術を必要とする重度手外傷から、手指骨骨折、脱臼、靭帯

損傷、神経・腱断裂などの一般的な手外傷、手根管症候群や肘部管症候群などの紋扼性神経

障害、ばね指やドケルバン病などの炎症性疾患まで手外科全般に対応しています。

マイクロサージャリーを用いた切断指再接合術や遊離組織移植術などによる再建手術、

外傷・神経麻痺による手指機能障害に対する機能再建（腱移植・腱移行術など）を積極的に

行っています。

また、手根管症候群の手術では、低侵襲な内視鏡手術を行っています。

31



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

32

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金 土

午前

天羽健一◆ 高地崇
（非常勤）

天羽健一◆ 天羽健一 天羽健一◆ 天羽健一◆

高村有慧◆ 高村有慧◆
相澤貴之

（非常勤）
高村有慧

※土曜日外来は隔週になります。

上記疾患が疑われご紹介いただいた際は、当科として患者様に最良の医療を提供したいと考
えております。
特に緊急を要する手指外傷の対応は、原則としてお断りしない診療体制で行なっております
ので、よろしくお願い申し上げます。



呼吸器外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患
肺癌、転移性肺腫瘍、自然気胸、縦隔腫瘍、膿胸、胸部外傷など

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

佐渡 哲 部長（平成5年卒）

佐藤 公昭 副部長（平成22年卒）

菊池 直彦 副部長（平成24年卒）

あらゆる世代の患者さんのQOLを重視した呼吸器外科治療戦略を提供し、地域医療の一翼

を担いたいと考えています。

肺がん地域連携パスにも取り組んでいます。

◆外来担当医師表

33

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師◆ 担当医師◆

午後 担当医師◆



心臓血管外科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

狭心症、心筋梗塞、弁膜症、重症心不全、成人の先天性心疾患、心臓腫瘍、不整脈、大

動脈瘤などの循環器疾患の外科治療全般

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

篠崎 滋 部長（平成2年卒） 弁膜症の診断治療、不
整脈の外科治療、体外
循環・集中治療

当科は、循環器内科とともに 患者さんにとって最適な治療法を選択し、総合病院の

利点を生かし患者さんの状態を総合的に把握して治療しています。

令和2年8月から手術は中止しましたが、東北大学の関連病院と連携しております。手術

適応のコンサルティング・術後のフォローアップ等をしております。近年は、手術方法の多

様化、カテーテル治療での低侵襲化など、様々な変化があります。患者さんに応じて、最新、

最適の治療ができる手術施設へご紹介しています。手術適応が無い場合も定期検査でフォ

ローいたします。また、緊急手術が必要な場合も関連病院への橋渡しをしています。

地域で唯一の心臓血管外科として、これまで同様の医療レベルを維持してご提供します。

◆外来担当医師表

34

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前
渡辺卓

（非常勤）
伊藤智宏

（非常勤）
篠崎滋

午後
伊藤智宏

（非常勤）
篠崎滋◆



眼科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

白内障、網膜・硝子体疾患(網膜剥離、糖尿病網膜症など）、眼瞼けいれん、神経眼科

関連疾患、緑内障、斜視・弱視、角膜、結膜、アレルギー疾患、ドライアイ、眼瞼腫瘍、

眼窩腫瘍、涙器疾患、眼窩底骨折および外傷、内反症

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

渡邉 亮 部長（平成14年卒）

藤岡 俊亮 医師（平成27年卒）

眼科専門医からのご紹介患者さんのみの受け入れを行なっています。眼科専門医以外の

先生からのご紹介は、一旦お近くの眼科医院へご紹介下さいますようご協力をお願い

致します。

◆外来担当医師表

35

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 渡邉亮◆ 渡邉亮◆ 渡邉亮◆ 渡邉亮◆ 渡邉亮

午後 藤岡俊亮◆ 藤岡俊亮◆ 非常勤 藤岡俊亮◆ 藤岡俊亮



皮膚科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎（かぶれ）などの湿疹や蕁麻疹、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症

などの炎症性疾患、円形脱毛症、帯状疱疹、皮膚腫瘍など皮膚病全般

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

佐藤 遥太 部長（平成23年卒）

岡崎 俊樹 医師（平成31年卒）

当科では、皮膚病全般にわたり診療を行っております。

紫外線照射装置を用いた光線療法や、パッチテスト（かぶれの原因物質や金属アレルギー

の有無をしらべるために行います。）、皮膚生検（診断のため必要な場合には皮膚の一部を

採取し病理組織検査を行う場合があります）なども行っております。

また、手術は良性のものから悪性のものまで、外来または手術室で手術を行っております。

◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

急性期症状の場合を除き、地域の皮膚科専門医へご紹介いただきますようお願いいたします。

36

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

佐藤遥太◆ 佐藤遥太 佐藤遥太◆ 佐藤遥太◆ 佐藤遥太◆

岡崎俊樹◆ 岡崎俊樹 岡崎俊樹◆ 岡崎俊樹◆ 岡崎俊樹◆

橋本彰
（非常勤）



耳鼻咽喉科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

耳鼻咽喉科疾患全般

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

川村 善宣 部長（平成23年卒）

大井 康平 医師（平成29年卒）

緊急性のある疾患が数多くあり、時には入院、緊急手術を要する場合も少なくありません。

地域基幹病院、救急病院としての役割を担うべく、耳鼻咽喉科でもこのような重症疾患の

治療に積極的に取り組んでおります。

手術件数は年間約３５０件程度で、主なものとしては扁桃アデノイド摘出手術、内視鏡下

鼻副鼻腔手術、顕微鏡下喉頭微細手術、頭頸部腫瘍手術、中耳手術など多岐にわたっており、

前述の急性疾患の治療のみならず慢性疾患の外科的治療も多く手がけております。

◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

頭頸部の悪性疾患が疑われる方や良性疾患と思われるものの保存的治療に抵抗性の症例、そ
の他当院での精査（CTやMRIなど）が必要な患者さんをご紹介ください。

37

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 非常勤 担当医師◆



感染症内科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

亀井 克彦 部長（昭和56年卒） 真菌感染症

◆外来担当医師表

38

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 亀井克彦◆

午後 亀井克彦◆

感染症の中でも深在性真菌症（内臓真菌症）に特化した専門外来です。日本ではまだこ

の種の専門外来は少なく、設置されているのは千葉大学医学部附属病院と当院のみです。

必要に応じて呼吸器内科、呼吸器外科など他の診療科の先生方と密接に連携を取りながら

診療を進めていきます。

外来診療では主に肺感染症を対象としており、慢性肺アスペルギルス症、アスペルギ

ローマ、肺クリプトコッカス症、肺スケドスポリウム症などが代表的疾患です。

入院中に発症する真菌症としては、はカンジダ症、フサリウム症など数多くあり、いず

れも対象疾患となります。

なお、海外で感染して帰国後に発症するなどといった輸入真菌症は、病原性・感染力と

もにきわめて高く、特に注意が必要ですので、疑いのある症例では予め電話などでご相談

下さい。

※診療は、不定期となっております。詳細は、お問い合わせください。

ご予約の上、診療情報提供書を持参させて下さい。

皮膚、目、副鼻腔など深部臓器以外の真菌症については、原則としてそれぞれの診療科

を受診していただき、その後、必要に応じて併診することになりますので、ご承知おき

下さい。

入院が必要な場合は、呼吸器内科などの各診療科にお願いすることになります。

～令和4年7月より開設～

◆紹介時のお願い



泌尿器科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

腎癌、膀胱癌、前立腺癌などの泌尿器悪性腫瘍、あるいはその疑いがある方、尿路結石症

（ただし、当院での結石破砕機器は膀胱用に限定されており、他院に治療依頼することが

多々あります）、投薬コントロール困難な排尿障害（前立腺肥大症、神経因性膀胱など）

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

石井 智彦 部長（平成8年卒） 尿路悪性腫瘍、腹腔鏡
／ロボット支援手術

藤井 紳司 副部長（平成18年卒） 前立腺肥大症、精巣腫
瘍、泌尿器科一般

宮城 篤 医師（平成29年卒）

各種ガイドラインを参考にし、個々の患者さんに適した治療を心掛けております。また、

低侵襲治療を目指しており腹腔鏡手術も積極的に行っております。2021/4月より前立腺

癌に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術も開始いたしました。地域の先生方には

これまで同様、診療連携を宜しくお願い申し上げます。

39



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

健診での尿潜血陽性や、排尿障害など、開業医でのスクリーニングや治療の可能な方につき

ましては、泌尿器科専門医のいる開業医へご紹介いただけましたら幸甚です。

40

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

石井智彦◆ 石井智彦◆
石井智彦◆

（第２・４週）

藤井紳司◆ 藤井紳司◆ 藤井紳司◆

宮城篤◆ 宮城篤◆
田中勝行◆
（非常勤）

（第１・３・５週）

宮城篤◆

午後

石井智彦 石井智彦 石井智彦

藤井紳司 藤井紳司 藤井紳司

宮城篤 宮城篤
宮城篤



乳腺外科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

①乳がん 胸のしこりなど気になる症状ある人、検診後の精密検査、乳癌の初期治療、再発乳

癌、遺伝性乳癌が気になる人、セカンドオピニオン、他院で治療中の乳癌患者で当院での治療

を希望する方

②その他乳腺疾患全般（急性乳腺炎、乳腺症、良性乳腺腫瘍、女性化乳房症など）

③リンパ浮腫

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

佐藤 馨 部長（平成16年卒）

当院の乳腺外科外来では様々な職種によるチーム、「ブレストセンター」体制で診療に

あたっており、常に最新、最善の医療を目指し、かつ迅速な対応を心がけております。

＜特色＞

＊リンパ浮腫外来 専従のリンパ浮腫セラピストが対応します。 下肢のリンパ浮腫も含め

原疾患問わず乳腺外科で受け付けております。

＊アピアランスケア ソシオエステティシャンが担当します。

＊がんサロン 看護師、ピアサポーター、ソシオエステティシャン、公認心理師、臨床宗教

師など多彩な立場・職種の人間が対応します。

＊乳房再建 形成外科との協同にて対応しております。

＊放射線治療 放射線治療科との協同にて対応しております。

41



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

当日受付も対応可能です。お気軽にご連絡ください。

（診察の待ち時間は、ご容赦ください）

※夜間・休日の緊急時は、当院救命救急センターにご相談ください。

42

＊当院スタッフによる他院での乳腺外来のご案内

①石巻市立病院 毎週火曜日午後

②石巻ロイヤル病院 毎週水曜日午後

③登米市民病院 毎週月曜日午前・午後

＊詳細は各々の施設にお問い合わせください。

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金 土

午前 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆

午後 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師 担当医師 担当医師◆

※土曜外来は月１～２週（不定期）です。詳細はお問い合わせください。



産科・婦人科
◆診療科の概要・特色

◆主な診療対象

妊娠、分娩、子宮筋腫などの良性腫瘍、子宮頚・体・卵巣がんなどの悪性腫瘍等

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

吉田 祐司 部長（平成3年卒） 産婦人科全般

黒澤 靖大 周産期母子医療セン
ター長（平成18年卒）

周産期医療

市川 さおり 副部長（平成18年卒） 産婦人科全般

佐々木 里美 医師（平成23年卒） 産婦人科全般

太田 真理子 医師（平成28年卒）

工藤 友希乃 医師（平成30年卒）

高濱 純史 医師（平成31年卒）

鶴田 光将 医師（平成31年卒）

婦人科では、腹腔鏡手術や根治可能な早期がんの治療に力を入れています。また必要が

あれば、内科・精神科・歯科など様々な診療科と連携をとって対応します。

里帰り分娩については、地域の分娩を優先しながら平成29年4月から可能な範囲で再開し

ていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、一時受け入れを休止しています。

今後も、地域の医療機関の方々や保健師等と協力しながら、地域完結の医療の提供ができる

ようがんばりますので、よろしくお願いいたします。
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◆外来担当医師表
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＜産科＞

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師◆

＜婦人科＞

◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

吉田祐司◆ 工藤友希乃◆ 太田真理子◆ 鶴田光将◆ 市川さおり◆

吉田祐司

午後 吉田祐司◆ 髙濱純史



放射線診断科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患
全ての疾患（制限なし）

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

袴塚 崇 部長（平成9年卒）

古田 明美 副部長（昭和61年卒）

湯川 友貴 医師（平成25年卒）

放射線科は、Ｘ線や磁力（磁石）などの眼に見えないエネルギーを利用して、診断や

治療を行っている科です。大きく分けて、放射線診断、放射線治療、放射性同位元素を

用いた核医学検査の３分野があり、当院ではそれらの３分野にわたって行っています。

CT検査、MRI検査、核医学検査など、近隣の病院、医院、クリニックからのご依頼も

お受けします。
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放射線治療科
◆診療科の概要・特色

◆対象疾患
乳がん(術後)、前立腺がん、肺がん、皮膚がん、骨転移、脳転移、腫瘍出血、バセドウ病、
ケロイドなど

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

片桐 佑 部長（平成21年卒）

大山 翼 医師（平成23年卒）

根治照射から姑息的緩和照射、術前術後照射まで幅広く対応しています。平成29年3月に

放射線治療機(リニアック)の新機種が導入され稼働しております。より精密な照射が可能と

なり線量アップや副作用低下の点で優れております。

内臓転移のない去勢抵抗性前立腺がん骨転移に対しゾーフィゴ(塩化ラジウムRa223)の外

来静注も行なっております。

◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

検査画像や病理所見がありましたら、紹介状と一緒に添付してください。
当科は病床がないので、通院できる患者さんをご紹介くださいますよう、お願い致しま
す。
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◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前 担当医師◆ 担当医師 担当医師 担当医師◆ 担当医師

午後 担当医師◆ 担当医師◆ 担当医師 担当医師◆ 担当医師



歯科口腔外科

◆診療科の概要・特色

◆対象疾患

抜歯（埋状歯の抜歯、抗血栓薬や骨吸収抑制薬を使用している患者、障害のある患者な

ど有病者の抜歯）、顎骨骨折などの外傷、歯性感染症などの炎症、顎口腔領域の良性腫瘍

や嚢胞、舌癌などの口腔癌（悪性腫瘍）、顎関節症、舌痛症などの口腔顔面痛など

◆スタッフ紹介

氏名 職名（卒業年） 専門分野

樋口 景介 部長（平成17年卒） 口腔外科一般、顎顔面
外傷、顎関節症、口腔
顔面痛

奥山 喬介 医師（平成29年卒）

外来では、局所麻酔下での抜歯や嚢胞摘出術などの小手術、顎関節症や口腔顔面痛の

診療を行っております。

入院治療も行っており、埋状歯の抜歯術、腫瘍や嚢胞の摘出術、顎骨骨折の整復固定

術など全身麻酔下での手術はもちろん、全身疾患のある患者の抜歯や歯性感染症の患者

の点滴治療なども入院下で行っています。
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※ 5/31付で井本和宏医師退職



◆外来担当医師表

◆紹介時のお願い

新患は完全予約制で、一般の歯科医院などからの紹介とさせていただいております。一般

歯科治療（虫歯・入れ歯作成）は受け入れしておりません。

外傷、炎症、悪性腫瘍など、緊急性のある場合は直接ご連絡ください。
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◆は紹介患者の予約可能な外来日です。必ず事前にご予約をお取りください。

月 火 水 木 金

午前

奥山喬介◆ 奥山喬介◆ 奥山喬介◆ 非常勤◆ 奥山喬介◆

樋口景介◆ 樋口景介◆ 樋口景介◆ 樋口景介◆

午後

奥山喬介 奥山喬介 奥山喬介 非常勤 奥山喬介

樋口景介 樋口景介 樋口景介 樋口景介

※6月より奥山喬介医師となります。


