
 

 北海道立子ども総合医療・療育センター   

神経科 循 環 新 生 内分泌 血　液 総　合 小児 心臓血 脳神経 泌 尿 形 成 眼　科 耳  鼻 歯　科 麻酔科 産　科 リハ科 リハ科 リハ科 精神科 精神科

器 科 児 科 代謝科 腫瘍科 診療科 外科 管外科 外　科 器 科 外 科 咽喉科 小 児 整 形 整　形

５ ３ ７ ８ ８ ６ １ １ ２ ２ １６ １３ １２ １５ ８ １６ １０ １１ ２１ １８ ２０

 (1.3.5週) コロナ

二階堂 新生児科 小田 浅沼 西堀 西中 光澤 ワクチン 續 中橋 才野 花香 
新患２枠 強制枠 当番医

11.12月 (3週)  コロナ

二階堂 ワクチンのみ (2.4週) 上肢外来 浅沼 浜田 上原 ワクチン 幅田 中橋 才野 花香
新患２枠 浅沼 石井 金谷 ﾜｸﾁﾝ兼務 当番医

コロナ リハ小児

二階堂 名和 石川 鎌崎 重富 ワクチン 夷岡 大森   石郷岡 香取 (2週) 才野 花香
新患２枠 （智） 新患２枠 新患２枠 当番医 強制枠 石川

 コロナ    ｱﾚﾙｷﾞｰ(１週) 神経1,3,5 整形1,3,5

二階堂 名和 石川 鎌崎 重富 ワクチン 夷岡 大森 斎藤 宮崎 石郷岡 野上 福村 松山 才野 花香
新患２枠 （智） 新患２枠 当番医 入院患者のみ リハ小児 整形2,4

(2.3.4.5週） 松山
 神経科 泌尿器科  (2,4週) コロナ

二階堂 澤田 加藤 高室 浜田 (1,3週) 西中 出張医 光澤 ワクチン 名和 續 藤田 才野 花香
新患２枠  新患２枠    二分脊椎 新患２枠 当番医 (由)       

 ･他 で予約

 神経科 新生児科 泌尿器科 (2,4週) コロナ

二階堂 澤田 加藤 強制枠 高室 西堀 (1,3週) 西中  斎藤 ワクチン 幅田 藤田 才野 花香
新患２枠 新患２枠  二分脊椎 新患２枠  当番医

 ･他 で予約

神経科 新生児科  血液 コロナ

加藤 高室 渡邉 浅沼 澤田 小田 上原 ワクチン 石郷岡 續 才野 花香
新患２枠 新患２枠 当番医

 神経科 新生児科 遺伝 腎臓内科 コロナ  

加藤 高室 渡邉 浅沼 澤田 新患２枠  (2,4週) 西中 斎藤 ワクチン 石郷岡  松山 才野 花香
新患２枠 新患２枠 (1週)重冨 長岡 当番医

(3週)石川

コロナ

二階堂 新生児科  小田 縫 吉藤 斎藤 佐藤 ワクチン 名和  續 中橋 藤田 才野 花香
新患２枠  強制枠  新患２枠 当番医 （由）  

泌尿器科 コロナ リハ小児         

二階堂 15時～ 新生児科 小田 縫 吉藤 斎藤 佐藤 ワクチン 最終週のみ 堀田 中橋 藤田 才野 花香
新患２枠 強制・術後患者  強制枠 当番医 土岐  

西中 新患２枠

「心電図検査」､「レントゲン写真」､「点眼」がある場合は３０分､また「リハビリで来院」の場合は３０分前

午前

木

金

外 来 診 察 予 定 表（Ｒ３．１０．１４～）

診察室

午後

午前

午後

月

火

水

リ　ハ　部内　科　部 外　科　部

午前

午後

午前

午後

午前

午後

「診察のみ」の場合は、診察予約時間の１５分前､「採血」､「採尿」がある場合は６０分前､

※お願い：当センターの予約は、診察時間の予約となっております。　来院・受付 は、次の時間を目安に診察予約時間前にお願いいたします。


