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新型コロナウィルス感染予防に伴う面会制限にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

当院では、通信アプリ FaceTime    を利用したビデオ通話面会を開始いたしました。 

 

🌸方法は 2つあります🌸 

① 【院外からの場合】 Apple社製 iPad、iPhone等をお持ちの方は、FaceTimeアプリを使

用して、ご自宅等から患者様とビデオ通話することができます。 （通信料は、発信側、着信側、双

方にかかります。） 

② 【ご来院いただく場合】 面会用 iPadをご用意しております。1階面談室から患者様とビデオ

通話することができます。 

 

🌸利用時間🌸 

     平日 午後 2時～4時  （１回 10分以内） 

 

🌸面会の流れ🌸 

① 患者様が入院されている病棟へ、前日までにお電話でお申し込みください。 

② 【院外からの場合】 予約時間に、病院からおかけいたします。 

【ご来院いただく面会】 予約時間の 5分前に、当院 1階ロビーまでお越しください。 

 

🌸ご利用上の注意🌸 

●操作のため、担当スタッフが同席いたします。 

●状況によって、ご希望に添えない場合もございますことをご了承ください。  

     

 

 

 

 

『『ビビデデオオ通通話話面面会会』』をを行行っってていいまますす 

№１２２2 

お問い合わせ先：北上済生会病院 地域医療福祉連携室 

電話：0197-65-6120（直通） 

FAX：0197-64-1133（直通） 



北上済生会病院　医師一覧表　（紹介患者用）
　　午前　受付時間　８：３０～１１：３０ 令和3年10月

午　　前 月 火 水 木 金

　  山田　哲也  　
　  (受付11：00まで）  

千田　恵美（膠原）

細川　敬輔（睡眠呼吸障害）

消化器内科 予約 休　診 織笠　俊輔 山口　智子 織笠　俊輔 山口　智子

大関　萌子 大関　萌子 佐藤　嘉洋副院長

　医大医師 茂木　格 (第2) 医大医師

脳神経内科 予約 石橋　靖宏副院長 大和　豊国 石橋　靖宏副院長 石橋　靖宏副院長 　　 　　大和　豊国

一般診療 一般診療 一般診療 一般診療

   　 石川　健　（腎臓)
　　　　（第３）（予約）

水間　加奈子（神経）
　（第3）(予約）

 中野　智（循環器）
　　　　(第4）（予約）

村上　洋一副院長
（循環器）（予約）

　
和田　泰格（内分泌)

　（第2）(予約）

　 　
谷藤　幸子(神経）

　（第1）(予約）

細井　信之 伊藤　 千絵 細井　信之 医大医師  細井　信之　（第1,3,5）

山下　洋（血管外科）(予約）山下　洋（血管外科）(予約） 山下　洋（血管外科）(予約） 山下　洋（血管外科）(予約） 小林　めぐみ

(受付11：00まで） (受付11：00まで） (受付11：00まで） (受付11：00まで） (受付11：00まで）

　　　菊池　孝幸副院長 　一戸　貞文院長（第2.4） 　　　菊池　孝幸副院長 　　　一戸　貞文院長

　　　及川　涼介 　　　笹治　達郎 急患・リハビリのみ 　　　金野　大地 　　　笹治　達郎

　　　笹治　達郎（第1.3.5） 　　　金野　大地（第1.3） 　 　　　金野　大地（第1.3.5）

　　　金野　大地（第2.4） 　 　 　 　菊池　孝幸副院長（第2,4）

脳神経外科 予約 医大医師（診察9：30～） 柴内　一夫副院長 柴内　一夫副院長 柴内　一夫副院長 柴内　一夫副院長

心臓血管外科 予約 　  岩手医大   （第2,4）

佐藤　一範（第1.3.5）

鈴木　薫（第2,4）
（受付10：15まで） （受付10：15まで）

黒川　絵里加 小山　俊司副院長 小山　俊司副院長 小山　俊司副院長 黒川　絵里加

菊池　琴佳 菊池　琴佳 菊池　琴佳 黒川　絵里加 菊池　琴佳

　 助産師外来 　 助産師外来 　

岩見　千丈

妹尾 佳平

（受付10：00まで） （受付10：00まで）

耳鼻いんこう科 休　診 大河　由佳
(診察9：00～11：00）

休　診 休　診 休　診

午後　受付時間　１２：３０～１６：００
午　　後 月 火 水 木 金

小川　純一副院長(HOT)  　 　

医大医師
(リウマチ膠原病内科)（第2.4）

 　 　

織笠　俊輔

予約 松本　主之教授

（第3）（診察15：00～17：00）

佐藤　嘉洋副院長 佐藤　嘉洋副院長

県立中部病院
(第2.4）

小松 　隆　（不整脈）
(第1.3.5）

腎・高血圧内科 予約 　 　 守屋 雄太  

　　　石川　健（腎臓）
　　　　　　（第３）（予約）

　　　　佐藤　陽太
　　　　　（第1.3）（予約）

村上　淳子（フォローアップ外来）

　（第1.3.4.5）（予約）

 
水間　加奈子（神経）

　（第3）(予約）
村上　淳子（フォローアップ外来）

　（予約）
谷藤　幸子(神経）

　（第1）(予約）
遠藤　幹也（血液外来）

（第４）（予約）
（受付14：00～16：00）

一般診察（15：00～16：30） 一般診察（15：00～16：30） 一般診察（15：00～16：30） 一般診察（15：00～16：30） 一般診察（15：00～16：30）

鈴木　信（小児外科）（第1） 小松　英明（乳腺外来）

手術・検査 検　査

　　　一戸　貞文院長 　大内　直久（リウマチ外来）

手　術 手術・検査

脳神経外科 予約 菅原　淳(脊椎神経）
(第1.2.4.5）

小山　俊司副院長

菊池　琴佳

母親学級（助産師） 助産師外来 助産師外来 母乳外来（助産師）

耳鼻いんこう科 医大医師
(受付15：30まで）

休　診 休　診 休　診 休　診

天野　博雄 教授 赤坂　俊英
（受付13：30～15：30）
（診察14：00～16：00）

（受付13：30～15：30）
（診察14：00～16：00）

※　小児科　予防接種：毎週金曜日　受付時間１３：３０～１５：００

※　小児科　乳児検診：毎週火曜日　受付時間１３：３０～１５：００

※　産婦人科　 母乳外来（予約制）：毎週金曜日　１４：００～
※　整形外科　完全予約制　（予約以外の新患・再来受付　不可）
※　呼吸器科　新患不可
地域医療福祉連携室　　ＦＡＸ　０１９７－６４－１１３３（受付時間　平日　月～金　８：３０～１７：００）
　　　　　 　　　　　　　　  　ＴＥＬ　０１９７－６５－６１２０

※　診療時間外の紹介予約の回答は、翌日の朝または休日明けとなります。
※　時間外・休日診療のご紹介専用ＦＡＸは　０１９７－６５－６１２３にお願い致します。

鈴木　薫

呼吸器内科 予約

乳児検診(予約） 予防接種(受付15：00まで）

手術・検査

瀬尾　　崇

岩見　千丈

小児科

医大医師

整形外科 予約

泌尿器科

　予約

鈴木　薫

眼　科

産婦人科 予約

予約

休　診

一般診療

小川　純一副院長 医大医師 小川　純一副院長

循環器内科

小児科

佐藤　嘉洋副院長

岩見　千丈

検　査

総合診療科 予約

呼吸器内科 予約 川上　さおり

外　科

予約

検　査消化器内科 検　査 山口　智子 検　査

手  術予約

手術・検査 手　術

予約
岩見　千丈（第1.3.4.5）

循環器内科 医大医師

外　科

岩見　千丈

ご紹介の場合は地域医療福祉連携室へ診療申込書をＦＡＸお願い致します。

皮膚科 予約 　 　 　

※　産婦人科　 助産師外来（予約制）：毎週火・木曜日　9：００～

南　仁貴

　鳥谷 由貴子（乳児検診）
（予約）

佐々木　哲哉（神経外来）
　（第2,4）（予約）

　　　和田　泰格（内分泌)
　　　　　　（第2）(予約）

手　術

手　術

手　術小山　俊司副院長手　術

整形外科 予約

　

産婦人科 予約


