
外 科 皮膚科 脳外科 耳鼻科 小児科 精神科 歯　科
専門外来
（予約）

眼 科 婦人科
小児科

（予防接種）
泌尿器科

禁煙
外来

皮膚科 歯　科

1 土

2 日

3 月 只野 渡邉 伊藤/木村 及川 春日 寺本 黒川 新留 初診・予約 小原（呼） 黒川 井上 予約

4 火 小原 森口 寺本/伊藤 白石 塚嵜 寺本 黒川 新留・宮川 初診・予約 黒川 予約

5 水 村上 只野 松崎/桒田 白石 寺本 春日 渡邉 黒川 新留 初診・予約 村上（内） 黒川 花澤 予約

6 木 只野 西村 寺本/森口 白石 田中 黒川 新留 初診・予約 北垣（循） 黒川 予約

7 金 松崎 西村 渡邉/森口 及川 佐々木 塚嵜/春日 田中 宮川 初診・予約

8 土

9 日

10 月 渡邉 水野 伊藤/木村 及川 春日 寺本 渡邉 黒川 新留 初診・予約 小原（呼） 黒川 予約

11 火 小原 森口 寺本/伊藤 白石 塚嵜 寺本 渡邉 黒川 新留・宮川 初診・予約 黒川 予約

12 水 村上 只野 松崎/桒田 白石 寺本 春日 黒川 新留 初診・予約 村上（内） 黒川 花澤 堀之薗 予約

13 木 只野 西村 寺本/森口 白石 田中 黒川 新留 初診・予約 北垣（循） 予約

14 金 松崎 西村 渡邉/森口 及川 杉浦 塚嵜/春日 黒川 宮川 初診・予約 黒川

15 土

16 日

17 月 只野 渡邉 伊藤/木村 及川 春日 寺本 渡邉 黒川 新留 初診・予約 小原（呼） 黒川 井上 予約

18 火 小原 森口 寺本/伊藤 白石 塚嵜 寺本 黒川 新留・宮川 初診・予約 黒川 予約

19 水 村上 只野 松崎/桒田 白石 春日 寺本 渡邉 黒川 新留 初診・予約 村上（内） 花澤 予約

20 木 只野 西村 寺本/森口 白石 田中 新留 初診・予約 北垣（循） 予約

21 金 松崎 西村 渡邉/森口 及川 佐々木 塚嵜/春日 宮川 初診・予約

22 土

23 日

24 月 只野 渡邉 伊藤/木村 及川 春日 寺本 渡邉 休診 初診・予約 小原（呼） 予約

25 火 小原 森口 寺本/伊藤 白石 塚嵜 寺本 黒川 宮川 初診・予約 黒川 予約

26 水 村上 只野 松崎/桒田 白石 春日 寺本 渡邉 黒川 新留 初診・予約 村上（内） 黒川 花澤 堀之薗 予約

27 木 只野 水野 寺本/森口 白石 田中 黒川 新留 初診・予約 休診 予約

28 金 松崎 水野 森口 及川 杉浦 塚嵜/春日 黒川 宮川 初診・予約 黒川

29 土

30 日

※　都合により、休診する場合がございますので、お手数ですが詳しくは隊内線：６５４４、６５４６又は６５３１までお問い合わせください。

※　外来診療の受付機は、予約のない場合は午前 07：30～11：00、午後 12：00～15：00です。

※　外来診療に関するお問い合わせは、隊内線：６５４４～６５４６までご連絡して下さい。

※　歯科外来の初診受付時間は午前07:30～11:00です。歯科の予約に関するお問い合わせは、午後13:00～16:00の間、隊内線：６５９１までご連絡して下さい。

※　午後、診療予定のない科で受診の必要がある場合には、必ず隊内線：６５４５、６５４６又は６５３１までお問い合わせください。

※　午後の総合外来は、原則として急患のみの対応となります。

※　診察予約の変更（精神科を除く）は、平日14：00～16：00の間、隊内線：６５４６までご連絡してください。

※　精神科外来は予約制です。平日14：00～16：00の間、隊内線：６２０７で受け付けています。

※　カウンセリングは予約制で原則として自衛隊員と、ご家族のみ利用できます。予約受付は13：30～16：00の間隊内線：６５３４で受け付けています。

※　小児科外来は予約制です。平日8：30～11：00の間、隊内線：６５４６で受け付けています。当日予約可ですが、症状により受診できないことがあります。定期予防接種の予約受付も行っております。

★　ＮＴＴ回線（０４６－８２３－０２７０）へおかけの場合は、音声ガイダンスに沿って、ご希望の番号を押してください。

NTT　電話番号：０４６－８２３－０２７０

令和５年４月　外来診療担当予定医官一覧表
自衛隊横須賀病院

日
付

曜
日

午前　08：00～11：00 午後　13：00～15：00
内　　　科 整　　　形

2023.4.14現在

休診 休診 休診 休診 休診


