
令和2年9月1日現在

消化器内科 清水雅仁 消化器内科 末次　淳（第1.3週） 消化器内科 白木 亮 消化器内科 清水雅仁 消化器内科 高井光治(第2.4週)
今井健二(第2･4･5週) 白上洋平(第1.3.5週)

循環器内科 大倉宏之 循環器内科 山田好久 循環器内科 金森寛充 循環器内科 渡邉崇量 循環器内科 田中俊樹
呼吸器内科　    　垣内大蔵/柳瀬恒明 呼吸器内科 *医師交替制 呼吸器内科 大野  康/遠渡純輝 呼吸器内科 *医師交替制 呼吸器内科 大野 康/五明岳展
腎臓内科 内藤順子/大城夢乃 腎臓内科 新美香織 腎臓内科 吉田学郎 腎臓内科 【 休診日 】 腎臓内科 吉田学郎
糖尿病代謝内科/ 諏訪哲也（第1.3.5週） 糖尿病代謝内科/ 飯塚勝美 糖尿病代謝内科/ 加藤丈博 糖尿病代謝内科/ 矢部大介 糖尿病代謝内科/ 廣田卓男
免疫内分泌内科 堀川幸男（第2.4週） 免疫内分泌内科 廣田卓男(甲状腺のみ） 免疫内分泌内科 免疫内分泌内科 鷹尾 賢 免疫内分泌内科

　 水野正巳
消化器内科 白木 亮(肝･腸)/高井光治(肝) 消化器内科 牧山明資（腫瘍内科） 消化器内科 井深貴士(胃.腸) 消化器内科 境 浩康(一般) 消化器内科 二宮空暢(一般)

高田淳(一般)/井深貴士(胃･腸) 華井竜徳(肝・一般) 今井健二(肝) 末次 淳(肝)
久保田全哉(胃･腸) 上村真也(胆･膵） 岩下拓司(胆･膵） 牧山明資（腫瘍内科）

牧山明資(腫瘍内科) 牧山明資(腫瘍内科）
循環器内科 金森寛充/山田好久 循環器内科 吉田明弘/吉田珠美 循環器内科 田中俊樹/牛越博昭 循環器内科 渡邉崇量 循環器内科 渡邉崇量

高杉信寛

心臓リハビリ 坪内 俊之/湊口信吾 心臓リハビリ 林美紗代 心臓リハビリ 成瀬元気 心臓リハビリ 遠藤 奨 心臓リハビリ 吉田珠美
腎臓内科 内藤順子/大城夢乃 腎臓内科 新美香織/大城夢乃 腎臓内科 吉田学郎 腎臓内科 内藤順子 腎臓内科 吉田学郎
呼吸器内科 垣内大蔵/柳瀬恒明 呼吸器内科 *医師交替制 呼吸器内科 大野 康/遠渡純輝 呼吸器内科 *医師交替制 呼吸器内科 大野 康/五明岳展

佐々木優佳 佐々木優佳/岩井正道 北村 悠
血液内科 中村信彦 血液内科 兼村信宏 血液内科 中村信彦/松本拓郎 血液内科 鶴見 寿/中村 博 血液内科 兼村信宏/松本拓郎

感染症内科 馬場尚志 東洋医学 PM 松本 淳(針灸師) 移植後外来 *医師交替制(第1週）
東洋医学 PM 松本 淳(針灸師) 東洋医学 【 休診日 】 PM 内藤順子 東洋医学 PM 松本 淳(針灸師) 東洋医学 PM 松本 淳(針灸師)
糖尿病代謝内科/ AM 飯塚勝美 糖尿病代謝内科/ AM矢部大介/諏訪哲也/水野正巳 糖尿病代謝内科/ 堀川幸男/飯塚勝美 糖尿病代謝内科/ 矢部大介/廣田卓男 糖尿病代謝内科/ 山本眞由美/廣田卓男/水野正巳

免疫内分泌内科 PM 諏訪哲也/廣瀬徳之 免疫内分泌内科     /加藤丈博 / PM諏訪哲也 免疫内分泌内科 加納克徳/加藤丈博 免疫内分泌内科 野々村健太 免疫内分泌内科 鷹尾 賢/酒井麻有

初診(1階) 森田浩之/不破雅之 池田貴英/加藤あや香 田口晧一郎/山内雅裕 谷本真由実/森 一郎 浅野元尋/立山翔大
立山翔大 田口皓一郎 浅野元尋 加藤あや香 池田貴英
森 一郎 森田浩之 森田浩之 不破雅之

初診 林 祐一 下畑享良/伏屋公晴 木村暁夫 AM/PM 吉倉延亮
AM/PM 林 祐一 AM/PM 伏屋公晴 AM/PM 木村暁夫 AM/PM 吉倉延亮

AM 下畑享良/吉倉延亮 AM 東田和博
専門外来
もの忘れ AM 木村暁夫 もの忘れ AM 吉倉延亮

放射線診断 永田翔馬 河合信行 野田佳史 川田紘資
放射線IVR 永田翔馬 川田紘資 野田佳史 　　　　 川田紘資

AM/PM 牧田智誉子/伊東政也 AM /PM 熊野智康 AM 松尾政之 AM 伊東政也 AM 伊東政也 PM 熊野智康
PM 熊野智康 PM 伊東正也 AM/PM 牧田智誉子/伊東政也 AM/PM 熊野智康 AM/PM 牧田智誉子

心臓血管外科 土井 潔/島袋勝也 心臓血管外科 島袋勝也/坂井 修/梅田悦嗣 心臓血管外科 坂井 修/梅田悦嗣
呼吸器外科 山本裕崇 呼吸器外科 岩田 尚 呼吸器外科 白橋幸洋
消化器外科  (胃)奥村直樹 消化器外科 (肝･胆･膵)今井 寿 消化器外科(大腸) 松橋延壽 消化器外科 *医師交替制 消化器外科(食道) 田中善宏

　 (大腸）高橋孝夫/松橋延壽         (肝･胆･膵) 村瀬勝俊 小児外科 加藤充純 　　　　　(胃) 奥村直樹
消化器外科 今井健晴   (大腸) 高橋孝夫
乳腺外科 二村 学 乳腺外科 二村 学 乳腺外科 【 休診日 】 乳腺外科 森龍太郎 乳腺外科 浅野好美
心臓血管外科 土井 潔/島袋勝也/梅田悦嗣 心臓血管外科 島袋勝也/坂井 修/梅田悦嗣 心臓血管外科 坂井 修/梅田悦嗣
呼吸器外科 *医師交替制 呼吸器外科 岩田 尚/山本裕崇 呼吸器外科 白橋幸洋
消化器外科 村瀬勝俊 消化器外科 東 敏弥 消化器外科 佐藤悠太 消化器外科 村瀬勝俊 消化器外科 荒川信一郎

木山茂 木山 茂 岩田至紀
荒川信一郎 末次智成 今井 寿

ｽﾄﾏAM 作間(ｽﾄﾏ療法士)/PM 松原(WOC看護師) ｽﾄﾏ(WOC看護師) AM 松原仁美 ｽﾄﾏ(WOC看護師)AM松原仁美
乳腺外科 浅野好美 乳腺外科 森龍太郎 乳腺外科 【 休診日 】 乳腺外科 二村 学 乳腺外科 PM 二村 学

初診 浅野博美/高木魁人 出口裕章 太田悠亮 矢野智規 奥田亮太
手外科 平川明弘 腫瘍 西本 裕/永野昭仁 股関節 秋山治彦/宮川貴樹 脊椎 伏見一成/野澤 聡 関節リウマチ 田中 領
肩関節･肘 寺林伸夫 膝関節 松本 和 側弯症・脊椎 岩井智守男 手外科 平川明弘/河村真吾
関節リウマチ 田中 領 関節リウマチ 田中 領 肩関節･肘 寺林伸夫 骨粗鬆症 秋山治彦（第3週） 腫瘍 次田雅典

ｽﾎﾟｰﾂ･膝(靭帯) 吉岡大輝 腫瘍 永野昭仁
脊椎 野澤 聡 外骨腫･専門 松本 和(第1･3週)
リハビリ 青木隆明 リハビリ 青木隆明 リハビリ 青木隆明 リハビリ 青木隆明

初診 岩間 亨 大江直行 岩間 亨 中山則之 榎本由貴子
榎本由貴子/中山則之 江頭裕介 大江直行/庄田健二 山田哲也 江頭裕介

DBS外来 AM 山田哲也 小児脳神経外科 PM 大江直行
初診  古家琢也  水谷晃輔 中根慶太

AM 水谷晃輔/飯沼光司 AM/PM 加藤大貴/前川由佳 AM/PM 高井 学/中井千愛
AM/PM 中根慶太 PM 水谷晃輔 PM 中根慶太

専門外来
放射線 飯沼光司 腎移植 ＊医師交替制 腎移植 AM/PM 土屋朋大 腎移植 AM/PM 土屋朋大 腎移植 AM/PM 土屋朋大

初診

再診

　(内科)
消化器内科
循環器内科
腎臓内科
呼吸器内科
血液内科
感染症内科
東洋医学
糖尿病代謝
内科
免疫・
内分泌内科

総合内科

再診

脳神経内科

再診(2階)

診療科目名 月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日

  【 休診日 】

診　　療　　科　　外　　来　　担　　当　　医　　師　　等　　一　　覧
金 曜 日

【 休診日 】

【 休診日 】

【休診日】

【 休診日 】

【 休診日 】

　【 休診日 】

【 休診日 】

【 休診日 】

放 射 線 科
放射線
治療

再診

整 形 外 科

泌 尿 器 科

専門
外来

脳 神 経 外 科
再診

( 外 科 )
心 臓 血 管 外 科

呼 吸 器 外 科
消 化 器 外 科
乳 腺 外 科

初診

再診



初診 *医師交替制 *医師交替制 *医師交替制 *医師交替制
杉山陽子/鬼頭和裕 山口 忍/福岡尚和 飯田宏樹/吉村文貴 長瀬 清/山口 忍

阪田耕治/操 奈美 吉村文貴/田辺久美子 山田裕子/中村好美 金 優/大沼隆史

緩和ケア外来 PM 杉山陽子 禁煙 AM 田辺久美子 緩和ケア外来 PM 杉山陽子/山口 忍
初診 【 休診日 】（手術） 森重健一郎 森重健一郎 【 休診日 】(手術) 古井辰郎

AM 杉山三知代 AM 早崎　容/竹中基記    AM 村瀬紗姫/森 美奈子 AM 操  暁子 AM 早崎 容/志賀友美
   波多野香代子    上田陽子    PM 上田陽子/丹羽憲司    寺澤恵子    菊野享子/村瀬紗姫

      坊本佳優    磯部 晶     小池大我
（予約のみ） 不妊 AM 寺澤恵子 不妊            AM 古井辰郎 PM 森 美奈子

NIPT AM 志賀友美 妊婦診         AM 志賀友美 （予約のみ） 妊婦診 AM 島岡竜一
PM 安見駿佑

産後1ヶ月健診    ＊医師交替制
初診 宇土一成/澤田 明 望月清文/石澤聡子 川瀬和秀/村田一弘 【休診日】
再診 *医師交替制 *医師交替制 *医師交替制 【休診日】(専門外来のみ）

網膜･硝子体 宇土一成 網膜･硝子体 石澤聡子 緑内障 澤田 明/犬塚裕子/井戸雄貴 緑内障 川瀬和秀/管野宏昭
内眼炎 望月清文 犬塚将之/高橋伸通/真鍋祐介 村田一弘/真鍋佑介

PM 東松敦子 犬塚将之/坂井翔太
内眼炎 望月清文 涙道 岩崎雄二/黒岩真友子

初診 久世文也/黒木 将 青木光広/飯沼亮太 小川 武則/大橋敏充/小川博史

山田達彦/小原奈津子 西堀丈純/宇野女亜香里 山田達彦/黒木 将
小川博史 飯沼亮太 小川博史/近藤大恵

頭頸部腫瘍 小川 武則 鼻 AM 西堀丈純 耳 AM 青木光広
検査後めまい PM 小川博史/飯沼亮太 難聴・聴覚リハ PM小原奈津子/青木光広/高田菜月 嚥下造影 PM 西堀丈純/宇野女亜香里

   宇野女亜香里 補聴器 PM 久世文也/山田達彦 遺伝子診断 PM 久世文也/小原奈津子
味覚 PM 伊藤昌代/小原奈津子    高田菜月 耳鳴音響器 PM 黒木 将/山田達彦
睡眠時無呼吸 PM 小川博史/飯沼亮太 嚥下 PM 西堀丈純/近藤大恵

   宇野女亜香里    
形 成 外 科 初･再診 形成 加藤久和 形成 安江祐二 形成 神山圭史

初診 周 円 清島真理子 清島真理子 水谷陽子
再診 水谷陽子/丹羽宏文/太和田知里 高橋智子/川村美保 高橋智子/川瀬香奈/丹羽宏文 太和田知里/水野雄貴/後藤祐介

特殊 AM 清島真理子 皮膚生検･小手術 AM *医師交替制 膠原病 AM 水野雄貴/周 円/市來尚久 外来ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ PM *予約制 光線治療 AM 井上 円
腫瘍 AM 松山かなこ アトピー PM 高橋智子/川村美保 レーザー PM 高橋智子 皮膚生検･小手術 PM 後藤祐介/市來尚久
乾癬 水谷陽子/川村美保    川瀬香奈        川村美保

藤井建人 水疱症･脱毛症 PM 太和田知里 腫瘍 PM 松山かなこ
皮膚生検･小手術 PM 松山かなこ/周 円 光線治療 藤井健人/川瀬香奈/井上 円    水野雄貴

皮膚生検･小手術 藤井健人
初診 塩入俊樹 大井一高 塩入俊樹 深尾 琢            杉山俊介(第1.3.5週）

大井一高/高井健太朗 塩入俊樹/杉山俊介 深尾 琢/武藤恭昌 杉山俊介/高橋隆夫 深尾 琢/杉浦康介
野瀬早織/川村清子 武藤恭昌/野瀬早織 杉浦康介/藤兼大輔 高井健太朗/蔵満彩結実 川村清子/足立潤哉
五味洋輔 藏満彩結実 山内裕太 矢島稔大

心理 北川裕美 心理 小山恵梨佳 心理 北川裕美 心理 堀田 亮/北川裕美 心理 北川裕美/小山恵梨佳
初診 加藤善一郎 大西秀典 加藤善一郎 大西秀典 大西秀典

総診2 川本美奈子 総診2 木村　豪 総診2 川本典生 総診2 久保田一生 総診2 堀　友博
総診3 笠原由貴子 総診3 足立美穂 総診3 伊藤裕子 総診3 川本美奈子 総診3 小関道夫
総診4 足立美穂 総診4 境 美穂 総診4 足立美穂 総診4 足立美穂　
代謝 PM 笹井英雄 遺伝 PM 鈴木康之 血液 AM 小関道夫 川崎病 PM 門脇紗織 神経 PM 久保田一生
肝臓 PM 木村 豪 神経 PM 下澤伸行 ｱﾚﾙｷﾞｰ･内分泌 AM 森田秀行(第2･4週) 内分泌・糖尿病 PM 堀 友博 血液 PM 磯貝光治（第2週）
免疫･膠原病 PM 大西秀典/白木真由香 血液フォローアップ 遠渡沙緒理 ｱﾚﾙｷﾞｰ･内分泌 PM 森田秀行(第1･3週) 心臓 PM 面家健太郎(第3週) 内分泌・糖尿病 AM 堀 友博
発達 PM 西村悟子(再診) 重心ケア PM 山本崇裕 アレルギー AM 熊谷千紗/PM 川本典生 成長障害・低身長 PM 堀 友博
アレルギー PM 川本典生/門脇紗織 内分泌・糖尿病 PM 松本英樹 神経･発達 PM 山本崇裕 神経・発達 PM 折居建治(第2･4週) 代謝 PM 笹井英雄
神経 PM 久保田一生 シナジス PM 吾郷耕彦 1ヶ月健診 PM 吾郷耕彦 発達 AM 山本崇裕 新生児・代謝 PM 大塚博樹

新生児発達 PM 笹井英雄 心理 清水郁苗(第1.3.5週）
心理 平田えみ 心理 藤原有子 矢嶋美保

柴田敏之/畠山大二郎 畠山大二郎/川口知子 柴田敏之/加藤恵三 飯田一規/武内勝章 加藤恵三/武内勝章
波多野貴一/石田和久 武内勝章/井上敬介 武内勝章/吉田宥哉 井上敬介/石田和久 川口知子/石田和久
飯田一規/吉田宥哉 石田和久/吉田宥哉 井上敬介 吉田宥哉 吉田宥哉
PM 川口知子 波野公香（第1,2,3週）

再診 担当医（予約のみ） 担当医（予約のみ） 担当医（予約のみ） 担当医（予約のみ） 担当医（予約のみ）
口腔乾燥症･舌痛症 柴田敏之 腫瘍経過観察 柴田敏之 顎変形患者 堀 悟

唇･顎裂患者 (月１回)
病 理 診 断 科 初診 PM 宮﨑龍彦

【 休診日 】

【 休診日 】（手術）

【 休診日 】 【 休診日 】

【 休診日 】

初診のみ(外来担当医)

【 休診日 】(小手術)

【 休診日 】

【 休診日 】（手術）

【 休診日 】（手術）

水 曜 日

婦人科術後フォロー外来 *医師交替制
がん遺伝子検査相談外来 PM 村瀬紗姫

【 休診日 】

精 神 科

小 児 科

専門
外来

再診

歯 科
口 腔 外 科

専門
外来

再診

初診

皮 膚 科
専門
外来

耳鼻咽喉科･
頭 頚 部 外 科

専門
外来

再診

産 婦 人 科

麻 酔 科 ・
疼 痛 治 療 科

専門
外来

眼 科

再診

再診

火 曜 日 金 曜 日 木 曜 日

【 休診日 】

診療科目名 月 曜 日


