
　 外 来 担 当 医 一 覧 表 （令和5年1月分）
午前 　　　　〇＝部長 △＝副部長

午後 原則再診のみ(予約制) 　　　　◎＝専門外来等 1.2.3.4.5＝週目 令和5年1月1日現在

＊お願い [非]＝非常勤

曜日 曜日
科目 科目

信岡祐彦  片山晧太 土田知也1.2.3 〇大平善之　石塚晃介 △中川禎介　廣瀬雅宣 藤井啓世　  米波浩二 初診外来    北川博昭  △新開統子 〇古田繁行 〇古田繁行 長江秀樹 島秀樹    北川博昭1.3.5
山﨑行敬 ◎感染症外来　國島広之    石塚晃介　廣瀬雅宣 ◎漢方外来 崎山武志1 藤井啓世1　土田知也2　 ◎ヘルニア外来 ◎漏斗胸・血管腫外来    大山慧  △新開統子1.3.5

片山晧太 松田隆秀  土田知也 △中川禎介　 ◎漢方外来 桂井隆明1.3 萩庭一元3　村中将洋2.4 内藤純行2.4　片山晧太3　 北川博昭 〇古田繁行 〇古田繁行2.4 
◎新型コロナウイルス感染症後外来 　土田知也 　　　　　　　  花輪壽彦2.4 ◎新型コロナウイルス感染症後外来 大山慧 田中邦英 西谷友里 田中邦英 大山慧
初診外来    篠﨑勇輔 初診外来  西由紘 初診外来　　沼田雄 初診外来 　 上野純子 初診外来　  松島彩 再診外来　
再診外来 △井上健男 再診外来  森川慶 再診外来  △半田寛 再診外来 〇峯下昌道 再診外来    石田敦子 木下康平1.3 初診外来　（交代制） 初診外来　（交代制） 初診外来　（交代制） 初診外来　（交代制） 初診外来　（交代制） 初診外来 垣本紗代子1.2.4
                鶴岡一 　　　　　　　松澤慎 　　　　　　　　 阿座上真哉                 木田博隆 　　　　　　　　村岡弘海 上野純子2.4 再診外来　○津川浩一郎（再診のみ）　 再診外来  △小島康幸 再診外来　志茂新 再診外来　△小島康幸 再診外来　本吉愛　喜多島美奈              喜多島美奈3
再診外来△井上健男 鶴岡一 再診外来  森川慶 再診外来  △半田寛 再診外来 〇峯下昌道 再診外来    石田敦子 志茂新　田雜瑞穂 太田智彦 敦賀智子 黒田貴子 松尾益佳                  河原太[非] ◎甲状腺外科外来△西川徹

◎COPD外来 ○峯下昌道 　　　　　　　松澤慎 　　　　　　　　阿座上真哉  　　　　　　　 木田博隆                 村岡弘海 再診外来 再診外来 再診外来　 再診外来　△小島康幸 再診外来　本吉愛　喜多島美奈

初診外来    佐々木憲一 初診外来  △田邉康宏 初診外来 中島育太郎 初診外来 石橋祐記 川越康仁 初診外来○明石嘉浩 佐藤如雄 初診外来  ○津川浩一郎（再診のみ） △小島康幸  敦賀智子 志茂新  黒田貴子                  河原太[非] ◎甲状腺外科外来
　　　　　　　　中山由衣 　　　　　　     甲斐貴彦              小林芳邦 ◎胸痛外来 石橋祐記 ◎息切れ/動悸外来○明石嘉浩 古賀将史1 志茂新　田雜瑞穂 松尾益佳　 ◎甲状腺外科外来△西川徹（東外来） 　　　　　　　△西川徹
再診外来    松本直樹 再診外来  ○明石嘉浩 ◎動悸外来 中島育太郎 ◎不整脈外来 佐々木憲一 ◎心雑音外来　佐藤如雄 △田邉康宏2 〇村田英俊 松森隆史　 高砂浩史 △太組一朗　川口公悠樹 梶友紘 高砂浩史1  日高岳2

◎息切れ/むくみ外来 ◎弁膜症・心不全外来 ◎心房細動外来 ◎弁膜症外来 桒田真吾 出雲昌樹3 △伊藤英道 内田将司 久代裕一郎　大島幸亮1 ◎難治性てんかん外来 日高岳 梶友紘3 　　川口公悠樹4
◎失神外来　佐々木憲一               △田邉康宏  　　　　　　　 出雲昌樹               中山由衣 ◎不整脈外来 △原田智雄 石橋祐記4 ◎脳腫瘍外来 ◎下垂体腫瘍外来　高砂浩史 △太組一朗 ◎脳血管内治療外来
◎循環器腫瘍外来 木田圭亮 ◎冠血管外来△田邉康宏 ◎不整脈外来 中島育太郎 再診外来  鈴木健吾 ◎ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰICD外来 笠川彰1.2.3.4 内田将司 ◎小児神経外来 高砂浩史 ◎運動異常症の外科外来 △伊藤英道
 ◎ＳＡＳ外来  渡邊みどり ◎弁膜症外来   奥山和明 ◎冠動脈・末梢外来 石橋祐記               佐々木憲一2.4 ◎冠血管外来 御手洗敬信 △太組一朗
                  長田尚彦 ◎不整脈外来△原田智雄 ◎弁膜症外来　出雲昌樹 ◎心不全外来 石橋祐記 ◎心筋症外来 木田圭亮 初診外来 初診外来  上野純(脊椎)1.3.5 初診外来　 初診外来  軽辺朋子(足)1.3.5 初診外来 小谷貴史(膝)1.3.5 初診外来　 (交代制）
◎POTS外来　石橋祐記 　 ◎ASD肺塞栓外来△田邉康宏1.2.4 ◎心リハ外来 足利光平 ◎心房細動外来 富樫大輔2.4  　秋山唯(足)1.3.5 山本豪明(股関節)2.4 工藤貴章(膝)1.3.5 鳥居良昭(脊椎)2.4 植原健二(膝)2.4 市川翔太2.4

初診外来　 川島亜貴世1.3.5 初診外来    青山夏海 初診外来　○立石敬介 初診外来     増田有亮 初診外来    角田樹生 初診外来 関根章裕1.2  　 三井寛之(足)2.4 岩田英明1.3.5 木村聡美2.4 葛西亨(股関節)2.4 仁木凛太郎1.3.5　牧侑平2.4 熊井隆智1.3.5
              　小松拓実2.4              再診外来　 再診外来 再診外来 　　　　　　 薩田祐輔3.4 　 大橋優子 再診外来 △赤澤努(脊椎) 染村嵩2.4　加納洋輔1.3.5 再診外来 〇仁木久照(足) 再診外来　植原健二(膝)1.3.5

再診外来　 再診外来 　 佐藤義典  清川博史    渡邊綱正 △安田宏　　 山本博幸 △安田宏    加藤正樹 再診外来 路川陽介1.3 清川博史1 再診外来 鳥居良昭(脊椎) 上野純(脊椎)2.4 再診外来　 三井寛之(足) 木城智(膝)2.4 工藤貴章(膝)1.3.5 小谷貴史(膝)2.4

前畑忠輝　 中本悠輔 鈴木達也    服部伸洋 五十嵐洋介　服部伸洋 渡邊綱正　 　中原一有 中原一有    池田裕喜         前畑忠輝2.4.5 薩田洋輔2.4.5 〇仁木久照(足) 梅原亮(脊椎) 寺内昂(上肢) 寺内昂(上肢) 嶋田洋平(肩) 山本豪明(人工関節)△赤澤努(脊椎) 市川翔太(足)1.3.5　牧侑平(足)2.4

池田裕喜　 路川陽介 服部伸洋　鈴木達也 　林　毅3（予約制） ◎IBD外来    加藤正樹 ◎NAFLD外来△安田宏1 佐藤義典3加藤正樹2.5川島亜貴世4    秋山唯(足) 2.4 山本豪明(股関節)1.3.5 葛西亨(股関節)1.3.5 鳥居良昭(脊椎)1.3.5 熊井隆智(膝)2.4
池田裕喜 〇立石敬介 　山本博幸  服部伸洋 ◎炎症性腸疾患外来(予約制) 渡邊綱正3　清川博史4       三井寛之(足)1.3.5 ◎超音波外来 今村恵一郎2 工藤貴章(膝)2.4 染村嵩(上肢)1.3.5 再診外来　友近顕(脊椎)2.4 ◎膝関節専門外来
初診外来　　藤田陽子1.3 初診外来 　白井小百合 初診外来　麻生芽亜 初診外来 △櫻田勉1.3 初診外来　谷澤雅彦1.3 初診外来 湯浅千晶1 麻生芽亜2    軽辺朋子(足) ◎股関節専門外来 加納洋輔(上肢)2.4 ◎足専門外来　○仁木久照 植原健二　工藤貴章
                 渡邉詩香2.4 再診外来   谷澤雅彦 　　　　　　  　　　　　　　　白井小百合2.4               市川大介2.4 田島亮3　髙木亮4    植原健二（人工関節）    山本豪明　葛西亨 再診外来　新井猛(上肢)1　　　　三井寛之 軽辺朋子 小谷貴史　熊井隆智　　　
再診外来 〇柴垣有吾 　　　　　　   市川大介 再診外来 小竹徹 小波津香織               再診外来 池森敦子2.4.5    吉田篤弘(脊椎) ◎脊椎専門外来 ◎上肢専門外来 ◎ﾘｳﾏﾁ外科外来  　　　　　　 
                市川大介 ◎バスキュラーアクセス外来 再診外来  渡邉詩香 ◎腎移植外来(8:30～11:00) 再診外来  白井小百合 小山哲平2.5　△櫻田勉4  △赤澤努   鳥居良昭 寺内昂　 △赤澤努
◎腹膜透析/在宅血液透析外来 　　　　　　　吉田圭佑              △櫻田勉 谷澤雅彦 大迫希代美 　　　　　    大迫希代美 ◎腎移植外来（8：30～11：00） 上野純 梅原亮 吉田篤弘 ◎肩専門外来 ◎骨軟部腫瘍外来
△櫻田勉　小波津香織 ◎在宅血液透析外来 藤田陽子 宮内隆政 〇柴垣有吾 谷澤雅彦 ◎側彎症外来 △赤澤努 嶋田洋平 中島久弥2.4
◎バスキュラーアクセス外来 　　　　　　△櫻田勉 ◎腹膜透析外来 ◎腹膜透析外来 小島茂樹 森久保悟 白井小百合 長谷川正宇 今井直彦 ○梶川明義 △相原正記　　 ○梶川明義 △相原正記 友近真世 (交代制）
小島茂樹 森久保悟 再診外来 　藤田陽子 　　　　　　　　小島茂樹2.4 再診外来 松田拓也 再診外来  久道三佳子 ◎透析療法選択外来（8:30～11：00）    関征央 　 宮野竜太朗    望月靖史    鍋島諒大 海野芙美香
再診外来 野田竜之介 ◎尿路結石外来 再診外来　森久保悟 ◎腎炎外来 白井小百合1.3 　　　　　　　池田麻理 △櫻田勉2　森久保悟・  　 沖野照仁    遠藤春夏    宮野竜太朗    浅井凛太郎 ◎リンパ浮腫外来 関征央
             吉田圭佑 　　　　　　　　今井直彦4 ◎腹膜透析外来 　　　　　　　　鈴木智2.4 　 小波津香織・小島茂樹（4交代制） 　    杉本同 ◎外来手術 ◎外来手術

◎腎炎外来 　　　　　　　　小島茂樹2.4 ◎腎移植外来(13:00～14:30) ◎嚢胞腎外来(8:30～11：00) ◎外来手術 ◎外来手術 ◎頭髪外来 ◎外来手術 ◎リンパ浮腫外来 関征央
◎腎移植外来　谷澤雅彦 市川大介1.3　 谷澤雅彦 大迫希代美 白井小百合2 初診外来　　岡野達郎 初診外来 ○門野岳史 初診外来　△宮垣朝光 初診外来　   大塚陽子 初診外来　   竹内そら 初診外来   秋野幸1
◎腹膜透析/在宅血液透析外来 白井小百合・渡邉詩香（2.4交代制） 藤田陽子 宮内隆政  市川大介・渡邉詩香（4交代制） 再診外来　　竹内そら 再診外来     大塚陽子 再診外来　   岡野達郎 再診外来  ○門野岳史 再診外来                大塚陽子2
△櫻田勉    小波津香織 ◎腹膜透析外来 小島茂樹 森久保悟 三石修平　　伊丹綾香 秋野幸  　　　小牧玲雄                  伊丹綾香 △宮垣朝光  小牧玲雄 秋野幸        三石修平             △宮垣朝光3
初診外来 ○曽根正勝 初診外来    五十嵐佳那 初診外来 ○曽根正勝 初診外来    (交代制) 初診外来 　 (交代制) 初診外来   中島香緒里　鄭永宇 久保麻梨絵 　田中美穂                  江田怜奈 久保麻梨絵  田中美穂 江田怜奈     中島香緒里                田中美穂4
再診外来 ○曽根正勝 再診外来 　 横田健一 再診外来 ○曽根正勝 再診外来 横田健一 月山秀一 西根亜実 再診外来    中川朋子 中村祐太1　月山秀一2 ◎血管炎外来　竹内そら ◎レーザー外来 　　　　　　　　 原義明 ◎乾癬外来　 飯島真珠 再診外来   伊丹綾香1
　　　　　      中川朋子                 月山秀一 中村祐太　　川名部新 ◎下垂体・甲状腺・副腎外来                  加納麻弓子 中川朋子3　横田健一4  岡野達郎　  伊丹綾香 竹内そら 大塚陽子 渡部秀憲 中島香緒里 ◎腫瘍外来 飯島真珠1.4  江田怜奈2
　　　　　　　  中村祐太 　　　　　　 ◎下垂体・甲状腺・副腎外来 　　　　　　　　9:00～11：00                  石井聡 再診外来   菱田吉明1.3.5 江田怜奈    久保麻梨絵　 秋野幸 飯島真珠　鄭永宇 ◎アトピー外来　 久保麻梨絵  原義明 ○門野岳史　 大塚陽子 鄭永宇2   岡野達郎3
◎下垂体・甲状腺・副腎外来9:00～11:00 再診外来　　川田剛裕4 　　　　　　　　9:00～11:00 加藤浩之　△西川徹（乳外） 川名部新                窪田珠理1.3.5 ◎リンフォーマ外来 △宮垣朝光　岡野達郎 　 飯島真珠    秋野幸      三石修平 原義明3   大塚陽子4
◎透析予防外来9：00～11：00 　　　　　　　　五十嵐佳那 ◎透析予防外来9：00～11：00 ◎フットケア外来14:00～ 村上万里子           　　 常見真吾2.4.5 △宮垣朝光  田中美穂    小牧玲雄  江田怜奈 　 伊丹綾香   原義明
加納麻弓子　菱田吉明   松葉怜 ◎甲状腺外科外来14：00～ ◎手術外来 ◎手術外来    鄭永宇 ◎手術外来 ◎手術外来
初診外来　(交代制) 初診外来  　(交代制) 初診外来　 (交代制) 初診外来 　(交代制) 初診外来　 (交代制) 初診外来 白石眞1 △秋山久尚2 初診外来　△篠田和伸 初診外来  ○菊地栄次 初診外来　　 相田紘一朗 初診外来　 中澤龍斗 初診外来 　 早川望 初診外来　青木直人1.3
再診外来  白石眞 再診外来 △秋山久尚 再診外来 伊佐早健司 桒田千尋 再診外来   柳澤俊之 再診外来   清水高弘 清水高弘3  柳澤俊之4 再診外来　 西智弘 　　　　　　　　 早川望 再診外来　　 中澤龍斗                再診外来　△篠田和伸 西智弘2.5　相田紘一朗4
              萩原悠太 　　　　　　　  佐々木直 　　　　　　   櫻井謙三                山徳雅人 　　　　　　   櫻井謙三 再診外来 伊佐早健司1.3赤須友香利1 　　　　　　　 （交代制） 再診外来　早川望　（交代制） 再診外来　 相田紘一朗2.3.4.5西智弘1 再診外来（完全予約制）
◎HAM・キャリア外来○山野嘉久 ◎両立支援外来　星野俊1 ◎HAM・キャリア外来 山徳雅人　 深野崇之 鷹尾直誠2.4.5鏑木圭2.4.5柴田宗一郎3 ◎腎移植外来　 ◎腎移植外来△丸井祐二 再診外来　 中澤龍斗 早川望1.3.5 中澤龍斗2.4
白石眞　　水上平祐 今井健 　星野俊 山徳雅人2.5萩原悠太3長谷川大輔4 　　　　　　　 佐藤知雄 ◎頭痛外来 ◎MS.NMO外来  櫻井謙三1.3 　　　　　　　△篠田和伸 ◎膀胱外来○菊地栄次 再診外来     （交代制） 　　　　　　　 （交代制） 再診外来 　相田紘一朗 ◎腎移植外来△篠田和伸2.4

◎パーキンソン病外来 白石眞 ◎DBS外来 白石眞4             △秋山久尚 ◎腎不全外科外来                   早川望 ◎前立腺腫瘍外来 ◎腎腫瘍外来　早川望
○新井文子 △富田直人 △富田直人 加藤雅之 △富田直人 大島久美1　　加藤雅之2  　　　　　　△丸井祐二 ◎腎移植外来△丸井祐二 　　　　　　　　中澤龍斗

   大島久美 △富田直人3　佐野文明4   初診外来 △長谷川潤一 久慈志保 初診外来  ○鈴木直 横道憲幸 初診外来　 △大原樹 初診外来      近藤春裕 初診外来   　 高江正道 初診外来   
◎成人CAEBV外来 上村悠 婦人科外来　 竹内淳 婦人科外来  遠藤拓 婦人科外来　 竹内淳 婦人科外来   飯田瀬里香 婦人科外来　 遠藤拓 (交代制）
初診外来     山崎宜興 初診外来  △永渕裕子 初診外来    高桑由希子 初診外来 今村充 初診外来　△大岡正道 川上美里1.3　鈴木翔太郎1 再診外来 飯田瀬里香 岩端秀之 再診外来 本間千夏 澤田紫乃 再診外来      金森玲 再診外来      洞下由記 再診外来      洞下由記
再診外来　   加藤智啓 再診外来 高桑由希子 今村充 再診外来  〇川畑仁人 再診外来△大岡正道 櫻井恵一 石﨑克樹1.3 鈴木翔太郎2.4 △永渕裕子2　石﨑克樹3 ◎生殖内分泌外来  ◎がん・生殖医療外来　○鈴木直 　　　　　　　    中村健太郎 　　　　　　　    中村貴香 　　　　　　　    伊藤薫
  　　　　　  　 藤本久絵 ◎アレルギー外来 今村充 　            △永渕裕子 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 再診外来     山崎宜興 松村憲浩4 高江正道 小田原圭 ◎生殖内分泌外来  洞下由記 ◎精密超音波外来 ◎生殖内分泌外来 ◎生殖内分泌外来 再診外来   
鈴木真奈絵 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 ◎移行期外来 〇川畑仁人  　　　　　　　　　森雅亮 　　　　　　     水島万智子 中村健太郎   岩端秀之 (ONCO)小田原圭（ONCO）                   遠藤拓 高江正道 杉下陽堂 伊藤薫 　　　　　　　　  杉下陽堂 (交代制）

吉岡耕平 林祐子 豊福悦史 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 〇川畑仁人  松村憲浩 　               山崎宜興 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来(再診のみ) ◎子宮鏡外来 ◎出生前検査外来 ◎子宮鏡外来 　　　　　　  　　岩端秀之
◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 高桑由希子 今村充 遊道和雄 　　　　　　　　　山﨑和子 ◎Ｒｐ外来△大岡正道1.3 山﨑和子1.3　森雅亮2.4 近藤春裕  津田千春 △長谷川潤一　西村陽子 ◎生殖内分泌外来 ◎子宮腺筋症外来 近藤春裕 ◎無痛分娩外来
                 森雅亮 ◎アレルギー外来 今村充 △永渕裕子　安藤貴泰 ◎母性内科外来 △大岡正道2.4 ◎アレルギーHAE初診外来 ◎精密超音波外来 本間千夏　古谷菜摘 　　　　　　　 岩端秀之 ◎精密超音波外来 ◎精密超音波外来 ◎生殖内分泌外来

◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来 ◎小児ﾘｳﾏﾁ・移行期外来(再診のみ) △大岡正道2.4　 西村陽子　 ◎生殖内分泌外来 　　　　　　　 鈴木由妃  本間千夏　山本紗希                 古谷菜摘 (交代制）
吉岡耕平 林祐子 豊福悦史 　　　　　　　　　山﨑和子                    森雅亮 ◎産褥外来 洞下由記 ◎婦人科腫瘍外来 ◎婦人科腫瘍外来 木口一成                 近藤春裕

初診外来     土井綾子 初診外来　   新井裕之 初診外来 　　武田弘幸 初診外来   　堀江良樹 初診外来　○砂川優 武田弘幸1 岩端秀之・小田原圭(ONCO) ◎生殖内分泌外来 ◎アゼリア外来 澤田紫乃2.4 ◎アゼリア外来　　
再診外来  △伊澤直樹 再診外来　○砂川優 再診外来 土井綾子 新井裕之 再診外来　△伊澤直樹 再診外来     武田弘幸 新井裕之2 　 ◎生殖内分泌外来 ◎アゼリア外来　 　　　　鈴木由妃 ◎生殖内分泌外来 五十嵐豪　 遠藤拓 　
                 堀江良樹 　　　　　　　   武田弘幸 ◎ゲノム外来10:00～○砂川優　　　                    土井綾子                  久保田洋平 小栗知世3   土井綾子3 小田原圭　中村健太郎 　　　　　　　　　澤田紫乃 　　　　　　　　中村健太郎                   小田原圭 ◎生殖内分泌外来 洞下由記

初診外来    久保田洋平 初診外来    久保田洋平 初診外来     水上拓郎 ◎SO外来11：00～○砂川優 初診外来　△伊澤直樹 堀江良樹4 久保田洋平4 初診外来  △長谷川潤一 初診外来  西村陽子 初診外来   遠藤拓 初診外来   本間千夏 初診外来   近藤春裕 
再診外来    堀江良樹 再診外来　○砂川優 再診外来　   新井裕之 再診外来　   久保田洋平 △伊澤直樹5 再診外来　   古谷菜摘 再診外来  中村健太郎 再診外来   山本紗希 再診外来   山本紗希 再診外来   古谷菜摘
                ◎ゲノム外来13:00～○砂川優　 ◎ゲノム外来14：00～○砂川優 初診外来　   河越龍方 初診外来　   塚原千広 初診外来　  向後二郎 初診外来　 ○北岡康史 初診外来　△徳田直人 内山直人1 遠藤誠子1.3
○古茶大樹　笠貫浩史 三宅誕実　小口芳世 ○古茶大樹 小野和哉 中川敦夫　△袖長光知穂 小野和哉　　笠貫浩史    中川敦夫1 再診外来     向後二郎      再診外来  佐瀬佳奈 再診外来      楠島志帆1.3　藤田直輝2
安藤久美子　△袖長光知穂 橋本知明　櫛野宣久 島内智子 小口芳世 渡邉亮  高橋正彦[非] 工藤弘毅　久保田康介 中川敦夫　　安藤久美子 ○古茶大樹2   金成真由  　 豊田泰大 再診外来    海老原紘子 再診外来　  ○北岡康史 塚原千広  重城達哉 海老原紘子  中村芽衣子 梯滉太2.4　宮尾賢治2.4 
石﨑潤子[非] ◎児童思春期専門外来 島内智子 ◎児童思春期専門外来 戸邉友揮 三宅誕実    小野和哉3 山田瑛子     花田真由 中村芽衣子　関根伶生 金成真由　　佐瀬佳奈 山田瑛子  花田真由 塚本彩香     藤田直輝 豊田泰大3 原飛鳥4　

◎高齢者専門外来 橋本知明   　　　　小野和哉(初診のみ) ◎緩和ケア外来 櫛野宣久 ◎児童思春期専門外来 　 笠貫浩史4 原飛鳥　　　　佐藤圭司 重城達哉　　豊田泰大 遠藤誠子　楠島志帆 原飛鳥        梯滉太
◎MILAI外来 小口芳世 ◎高齢者専門外来  笠貫浩史 ◎緩和ケア外来 櫛野宣久 安藤久美子(再診のみ) ◎緑内障外来△徳田直人 有薗生吹     内山直人 関根伶生　　宮尾賢治 ◎ぶどう膜炎外来 河越龍方 遠藤誠子     

　◎児童思春期専門外来 ◎MEET外来 三宅誕実 ◎MEET外来 三宅誕実 ◎高齢者専門外来 ◎緩和ケア外来 櫛野宣久 塚本彩香　   豊田泰大 ◎特殊コンタクトレンズ外来
              安藤久美子 ◎緩和ケア外来 櫛野宣久 ◎緩和ケア外来 櫛野宣久                 △袖長光知穂 ◎高齢者専門外来 工藤弘毅 ◎緑内障外来 ◎ＮＣＵ外来 ◎緑内障外来 ○北岡康史                松澤亜紀子2 ◎ＮＣＵ外来
初診外来　宮本雄策 初診外来　△森鉄也 初診外来　○清水直樹 初診外来　   栗原八千代 初診外来　 加久翔太朗 初診外来 栗原八千代1 中村幸嗣2 △徳田直人　塚本彩香 重城達哉　   藤田直輝 ◎斜視・弱視外来 濱口友里 ◎斜視・弱視外来  濱口友里 重城達哉　   藤田直輝
再診外来　勝田友博 再診外来　△麻生健太郎 再診外来　   中村幸嗣 再診外来　   宇田川紀子 再診外来　 長江千愛 勝田友博3 長江千愛4 （交代制）５　    豊田泰大 ◎涙道外来　後藤聡2.4　
◎神経・発達・てんかん外来 山本仁 ◎小児難治てんかん外来  須貝研司 ◎神経外来  山本仁 ◎神経・発達・てんかん外来 ◎神経・発達・てんかん外来 再診外来 加久翔太朗1 宇田川紀子2 初診外来 　 △肥塚泉 初診外来　斉藤善光 初診外来　笹野恭之 初診外来    ○小森学 初診外来   赤羽邦彬 初診外来 山田善宥1 伊藤友祐2

◎乳児健診 〇北東功 鈴木真波 ◎遺伝外来  　右田王介 ◎血液外来　瀧正志4    宮本雄策  今泉太一 　　　　　     宇田川紀子 △森鉄也３ 宮本雄策4 (交代制)5 　　　　　　　　伊藤友祐 再診外来　多村悠紀 再診外来 ○小森学 久保佑介 再診外来  　山田善宥 再診外来   岩武桜子 △春日井滋3 深澤雅彦4 斉藤善光5

水書教雄 青木あかね 森内美希 ◎腎臓外来 吉村博 小林久志    長江千愛　山下敦己 ◎アレルギー外来 ◎遺伝外来  　右田王介 ◎在宅移行外来（土曜日） 　　　　　　　神川文彰 ◎喉頭・音声外来 　　　　　　　　関根麻美子　    　　　　　　青海瑞穂 再診外来 神川文彰1 金山友亮1 

◎発達フォロー外来〇北東功 鈴木真波 　       生駒雅昭  村田俊輔 足利朋子 森美佳 梅沢陽太郎 本間瑶子 塚原歩 木谷好希    鳥飼美穂　　小澤南 ○清水直樹3 再診外来    斉藤善光 △春日井滋  神川文彰 　　　　　　　　金山友亮   　　　　　　 金山友亮 岩武桜子2.5 堀江怜央2.5
水書教雄 青木あかね 森内美希4 ◎腫瘍外来 ◎感染症・予防接種外来　 岡野裕二    小島隆浩 ◎心臓外来 ◎心臓外来△麻生健太郎2.4.5 山田善宥　　赤羽邦彬 ◎頭頸部・腫瘍外来  　堀江怜央　岩武桜子 ◎聴覚外来　 ◎めまい外来 　 久保佑介3   赤羽邦彬3　
◎成人先天性心疾患外来 △森鉄也　木下明俊2.4 勝田友博  中村幸嗣　　 ◎発達フォロー外来 △麻生健太郎 ◎内分泌外来 大串健一郎2.4.5 藤井正文　　村上綱亮 △春日井滋　深澤雅彦 ◎頭頚部腫瘍外来 深澤雅彦  ○小森学　 　笹野恭之 　△肥塚泉     伊藤友祐 多村悠紀4   藤井正文4
△麻生健太郎1.3 慶野大4 近藤健介(不定月) 新谷亮　文元礼  森内巧 〇北東功　 小町詩織  升森智香子  中野茉莉恵 ◎神経・発達・てんかん外来    久保佑介　藤井正文 ◎鼻･副鼻腔・アレルギー外来 　　金山友亮　木下裕継   笹野恭之　   多村悠紀 村上綱亮5
長田洋資 △近田正英 ◎在宅移行外来○清水直樹 ◎神経・発達・てんかん外来　    青木あかね         長田洋資 岩崎俊之（予約のみ）2.4 ◎嚥下外来　△春日井滋 斉藤善光　多村悠紀     釼持睦2.4.5   青海瑞穂     村上綱亮 ◎小児耳鼻科外来 ○小森学1.3笹野恭之3

◎胎児診断・胎児治療(産科共同) ◎先天代謝外来 　宇田川紀子 新井奈津子 ◎肝臓・消化器外来 ◎内分泌・代謝外来               神川文彰  　藤井正文 山田善宥  赤羽邦彬    
齋藤美香2.4 村山圭1.2.3.4  松永綾子 山本寿子 加久翔太朗 乾あやの1.3.5 松永綾子2.4 曽根田瞬 大串健一郎 ◎IVR外来   和田慎司　 ◎IVR外来 和田慎司 西尾美佐子 ◎IVR外来 冨田隼人 ◎IVR外来　濱口真吾 ◎IVR外来　橋本一樹
初診外来　土橋篤仁 初診外来　  嶋田仁 初診外来 井田圭亮 初診外来　樋渡正樹 初診外来      塚本芳嗣 梅澤早織1 ◎IVR外来   縄田晋太郎 ◎血管腫・血管奇形IVR外来 ◎IVR外来 西尾美佐子 ◎IVR外来　縄田晋太郎
再診外来　大坪毅人病院長 再診外来 △牧角良二  再診外来○民上真也 瀬上航平 浜辺太郎 再診外来  朝野隆之 再診外来　 △小泉哲 増田哲之2.4 ◎ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療外来 (9：00～11：00)○三村秀文 ◎ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療外来 ◎ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療外来 ◎IVR外来   和田慎司
            福岡麻子                 小林慎二郎 ◎肛門疾患専門外来  櫻井丈4                久恒靖人 榎本武治　　　松森智子 樋渡正樹3 （14：00～16：00）山口慶一郎 ◎IVR外来 橋本一樹 （14：00～16：00）山口慶一郎 （14：00～16：00）山口慶一郎
◎女性ヘルニア外来 福岡麻子                 ◎ストマ外来(再診のみ予約制)浜辺太郎 ◎ストマ外来(再診のみ予約制) ◎女性ヘルニア外来 ◎ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療外来（14：00～16：00）山口慶一郎

◎ストマ外来(再診のみ予約制) 井田圭亮　　　　　 朝野隆之3                   松森智子 ○中村直樹  　篠崎美緒 ○中村直樹 ○中村直樹 ○中村直樹    篠崎美緒 ○中村直樹  篠崎美緒  （再診・予約のみ）
                     福岡麻子 嶋田仁 ◎ストマ外来(再診のみ予約制) 樋渡正樹 塚本芳嗣    小西秀弥    小西秀弥    篠崎美緒　　小西秀弥    小西秀弥    篠崎美緒1 ○中村直樹2.4
土橋篤仁 　浜辺太郎 　 ○中村直樹  　篠崎美緒 ○中村直樹 　 篠崎美緒    小西秀弥 ○中村直樹    篠崎美緒 ○中村直樹  篠崎美緒 小西秀弥3
北翔太 〇宮入剛　 千葉清 △近田正英 北翔太1.3.5 中村竜士1 杵渕聡志2     小西秀弥    小西秀弥    小西秀弥    
◎下肢静脈瘤外来 向後美沙 △西巻博 ◎下肢静脈瘤外来 桜井祐加2    縄田寛 杵渕聡志2.4 富田真央3.5　北翔太4 ペインクリニック専門医 ペインクリニック専門医 ペインクリニック専門医2.4
北翔太 〇宮入剛  千葉清 △近田正英 北翔太1.3.5 　ペインクリニック専門医 ペインクリニック専門医
◎下肢静脈瘤外来 向後美沙 △西巻博 駒ヶ嶺正英 杵渕聡志2.4 山徳雅人 ○佐々木信幸
木村祐之 ○佐治久 △小島宏司 宮澤知行 △丸島秀樹 △丸島秀樹1 宮澤知行2
○佐治久（紹介又は予約のみ） 酒井寛貴3 （10：00～12：00） （10：00～12：00） （10：00～12：00）

酒井寛貴 木村祐之・酒井寛貴4.5 平川麻美（からだ） ○橋口さおり（からだ） 櫛野宣久（こころ）

※担当医が変更となる場合がございます。

放 射 線 治 療 科

心 臓 血 管 外 科 麻 酔 科

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科

呼 吸 器 外 科 緩 和 ケ ア 科

小 児 科 ・ 新 生 児 科 耳 鼻 咽 喉 科

放 射 線 診 断 ・ IVR 科

消 化 器 ・ 一 般 外 科

代 謝 ・ 内 分 泌 内 科

脳 神 経 内 科 腎 泌 尿 器 外 科

血 液 内 科

産 婦 人 科
ﾘｳﾏﾁ・膠原病・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科

腫 瘍 内 科
（ 産 科 ）

眼 科
神 経 精 神 科
（ 完 全 予 約 制 ）

 

総 合 診 療 内 科 小 児 外 科

呼 吸 器 内 科
乳 腺 ・ 内 分 泌 外 科
（ 完 全 予 約 制 ）

循 環 器 内 科 脳 神 経 外 科

整 形 外 科

消 化 器 内 科

腎 臓 ・ 高 血 圧 内 科
[ 腎 臓 病 セ ン タ ー 外 来 ]

形 成 外 科

皮 膚 科

土

午後の診療は、原則「再診予約制」となっております。初診や予約外で受診を希望される場合は、直接来院せず、事前に診療科へご確認願います。

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金


