
月 火 水 木 金
1 診 増田　怜【循】 ★雨宮　未季 【循】 薄井 宙男 【循】 薄井宙男【循】初診 ★川勝　紗樹【循】初診

2 診 ★河本　梓帆【循】初診 村上 輔【循】初診 渡部 真吾【循】初診 吉川 俊治【循】 鈴木 篤【循】初診

3 診 佐野 弘仁【消】 三浦 英明【肝】 ★柳 富子【血】 三浦 英明【肝】 高添 正和【炎】

5 診 長門 直【呼】 ★米野 由希子【血】 ★井窪 祐美子【呼】 園田 光【炎】 大河内 康実【呼】

6 診 ★岩本 志穗【炎】 園田 光【炎】 深田 雅之【炎】 高添 正和【炎】 深田 雅之【炎】

8 診 交代制 交代制 交代制 三森 明夫【リ膠】 交代制

9 診 徳田 均【呼】 笠井 昭吾【呼】 ★小林 晶子【リ膠】 石森 太郎【呼】 徳田 均【呼】

10 診 岡野 荘【炎】 廣瀬 雄紀【消】 斎藤 聡【消】 菊田　修【消】 ★酒匂 美奈子【炎】

16 診 深田 雅之【炎】初診 園田 光【炎】初診 深田 雅之【炎】初診 ★岩本 志穗【炎】初診

17 診 東海林　寛樹【呼】 ★酒匂 美奈子【炎】初診 ★酒匂 美奈子【炎】 齊藤 悠一　【消】

11 診 ★髙澤　瞳【糖】 鈴木　禎房【糖】 ★中西　直子【糖】 竹下 智史【糖】 ★後藤 麻貴 【糖】

12 診 山下 滋雄【糖】 ★堀江 有実子【糖】 ★堀江 有実子【糖】 ★堀越 桃子【糖】 山下 滋雄【糖】

13 診 野本 宏【ﾒﾝﾀﾙ】 ★古田 夏紀【ﾒﾝﾀﾙ】 鈴木 正志【腎】 ★中島 えり菜【ﾒﾝﾀﾙ】 ★塩入　瑛梨子【腎】

1 診 村上 輔 【循】 山本 康人【循】 【ペースメーカー外来】 ★川勝　沙樹【循】

2 診 遠隔ペースメーカー 村上 輔【循】 渡部 真吾【循】 風疹抗体検査 鈴木 篤【循】

3 診 ★柳 富子【血】 ★立石　翔【消】 ★柳 富子【血】 三浦 英明 【肝】 高添 正和【炎】

5 診 長門 直【呼】 ★米野由希子【血】 ★井窪 祐美子【呼】 園田 光【炎】 大河内 康実【呼】

6 診 ★岩本 志穗【炎】 園田 光【炎】 深田 雅之【炎】 高添 正和【炎腸疾】 深田 雅之【炎】

8 診 ★落合 萠子【リ膠】 三森 明夫【リ膠】 井上 博睦【消】 石黒 賢志【呼】

9 診 大河内 康実 【呼】 金子 駿太【呼】 笠井(奇)長門(偶) 【呼】 徳田 均 【呼】 三森 明夫【リ膠】

10 診 園田 光【炎】 斉藤 聡 【消】 ★酒匂 美奈子【炎】

16 診 長島 哲理【呼】 金子 駿太【リ膠】 ★津田　真由子【血】

17 診 ★酒匂 美奈子【炎】 ★酒匂 美奈子【炎】

11 診 鈴木　禎房【糖】 鈴木　禎房【糖】 ★中西　直子【糖】 ★髙澤　瞳【糖】 竹下 智史【糖】

12 診 ★實重 真紀【糖】 山下 滋雄【糖】 ★浅野　光【糖】 ★堀越 桃子【糖】 ★石橋　なぎさ【糖】

13 診 水野 智仁 【腎】 ★遠藤 陽子【腎】 ★古寺 理恵 【腎】 鈴木 淳司【腎】 鈴木 正志【腎】

★古川 聡美 山名 哲郎 ★西尾 梨沙 岡本 欣也 大城　泰平

岡本 欣也 ★西尾 梨沙 大城　泰平 山名 哲郎 ★古川 聡美

藤本 崇司 工代　哲也 ★井上　英美 藤本 崇司 東　侑生

日下 浩二 伊藤謙太郎 /午後 田中【漢方】 伊地知 正賢 森戸/午後 日下(奇週） 柴崎正幸/午後乳腺

久保田 啓介 柴崎 正幸 午前★富岡 容子【形成】 ★藤田純美【形成】

午前★藤田 午後橋本 ★藤田 純美【形成】 乳腺外科 橋本

水谷1.3.5  ★山本2.4 森田 理一郎 森田 理一郎 水谷 栄基

惠木 康壮 高澤/午後足(偶週)恵木 午後ｿｹｲﾍﾙﾆｱ 伊地知 明石 興彦

★嘉和知　成美 ★野村 香央里 ★入江　美穂 橋本 耕一

橋本 耕一 小林 浩一 ★手塚 真紀1.3 ★丸山　麻梨恵

★丸山　麻梨恵 ★大村 恵梨香 橋本 耕一 ★大村　恵梨香 ★入江　美穂

小林/★入江 ★早稲田　凜 鈴木/★嘉和知

★大村 恵梨香 ★大村 恵梨香

交代制【整形】 田代 俊之【整形】 飯島 卓夫【整形】 飯島 卓夫【整形】 飯島 卓夫【整形】

河野　慎次郎 ★小野寺 瞭子【整】 内田　正樹 田中 哲平【整形】 田代 俊之【整形】

平林茂【脊椎】 佐藤 貴裕【整形】 河野　慎次郎 侭田 敏且【脊椎】 田中1.3.5　内田2.4

交代制【脊椎】 熊野 洋【脊椎】 【脊椎】交代制9：30迄

【脊椎】休診 【脊椎】休診 田中 哲平【整形】午後 午後 田代 飯島

1 診 交代制 武田（予約/連携） 高草木（予約救急） 武田（予約/連携） 交代制
2 診 大野（初診/救急） 大野（初診/連携） 神保（初診/救急） 予備外来

青山　尚史【予約】 叶内 匡【予約】 山田 滋雄【予約】
9：00-12:00 14:00-17:00 14:00～17:00

1 診 熊田 篤 熊田 篤 熊田 篤 ★高松　朋子 山西 愼吾

2 診 ★西郡　綾子 ★西端 みどり ★高松　朋子 ★上田 美希 熊田 篤

3 診 ★高松★上田 ★上田 美希 早川 潤 交代制1.3.5　沼部2.4 ★高松★上田

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

熊田★上田★高松 熊田★上田★西端 熊田★高松　早川 ★上田 ★高松 熊田★高松★上田

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

地場 達也 地場 達也 地場 達也 地場 達也 地場 達也
非常勤医師 藤野 雄次郎

大村 章太 加藤 司顯 加藤 司顯 加藤/大村

加藤【予約制】 大村【予約制】

宮野 一樹 宮野 一樹 宮野 一樹 宮野(奇) 柴﨑(偶)

柴﨑 仁志 柴﨑 仁志 柴﨑 仁志 ★橘 澄 ★水上 藍子

柴﨑(奇) 宮野(偶) 柴崎 仁志 眩暈:★小村　さやか 宮野 一樹

鳥居 秀嗣 宮田 　龍臣 鳥居 秀嗣 鳥居 秀嗣 鳥居 秀嗣

★渡邊　陽香 ★渡邊　陽香 ★渡邊　陽香 ★渡邊　陽香 ★渡邊　陽香

【手術予約】 鳥居 秀嗣 ★渡邊　陽香 【手術予約】 【手術予約】

中野雅昭 /熊谷順也 中野雅昭 /熊谷順也 中野雅昭 /熊谷順也 中野雅昭 /熊谷順也 中野雅昭 /熊谷順也

2023.1.30変更

2103

2105

内 2106

外   来   診   療   担   当   表
2023年2月1日

診 療 科

内
科

午 2101 循環器

前 2102 循環器

2114

内 2117

科 2118

科 2108 初診

1 2109 呼吸器

内科 １
2100

後 2102

2103

2 2119

午 2101 循環器

専 2105

内科 2
2190

2106 CD/UC

門 2108

2117 糖尿

来 2118 糖尿

2119

2109 呼吸器

外 2114

産婦人科

婦人科予約 2136

婦人科予約 2133

婦人科予約外 2132

大腸・肛門科
2160

初診担当

予約再診

予約外

外　科
2120

2121

2122

2125

呼吸器外来

心臓血管外来

(完全予約制)

整形外科 脊椎脊髄外科

月・木のみ

2180 金は９：３０まで

産科午前 2135

産科　2130 産科午後 2135

（休診の場合あり）

脳外科
2140

2143

2142

脳神経内科
要予約

小児科
2110

午前

午前

泌尿器科
2170

午前

午後

耳鼻科
2225

2224

午後(要予約)

午前

乳児健診

午後予約外来

予防接種

眼　科
2150

2152

2153

★ は女性 

皮膚科
2220

午前
2223

2222

　午後

歯　科 2210


