
診察枠の都合上、原則予約をお願いします

【呼吸器】 【呼吸器】 【呼吸器】 【呼吸器】 【呼吸器】 ローテーション

石浦 嘉久 清水　 俊樹 玉置　 岳史 清水　 俊樹 石浦 嘉久

玉置　 岳史

【膠原病】

【膠原病】 西澤 徹 【膠原病】 【膠原病】 【膠原病】

安室　 秀樹　（初） 安室　 秀樹　（再） 西澤 徹 西山 利正

【禁煙】 石井 睦康

玉置　 岳史 三島 伸介

西山 利正 吉田　龍平 （小児 可） ローテーション 三島 伸介

（第2・4週）

【膠原病】 【膠原病】 【膠原病】 【膠原病】

安室　 秀樹 西澤 徹 安室　 秀樹 西澤 徹

（呼吸器）　 清水　俊樹

岡田 昌也 石井 一慶　 野村 昌作 　（再） 野村 昌作（再） 石井 一慶

岡田 昌也 市川 純

石井 一慶 (第1・3週)

楊 培慧　（初） 【その他】 朴　 幸男  （初） 朴　　　 幸男   (初) 朴 幸男　（初） 松本 宙士

太田垣 宗光　(初） 横井　 満 田中 慧    　 山本 一帆

【不整脈】 山口　 眞由子 杉浦 哲朗 太田垣 宗光 

西浦 崇 　 【不整脈】 【ペースメーカー】

【その他】 髙橋 広季　（初） 楊　 培慧　

横井 満  　(初）

【デバイス】

【不整脈】 【ブルガタ症候群】

髙木 雅彦　（初） 髙木 雅彦

【虚血性心疾患】 【弁膜症】 永濱　　要　（再）

太田垣 宗光 山口　 眞由子 朴 幸男

【あし（全般）】 【血管内治療】

横井 満 太田垣 宗光

菊池 早苗 奥野 良樹 谷本 憲彦

【腎代替療法選択】 【腎代替療法選択】 【腎代替療法選択】 【腎代替療法選択】 【腎代替療法選択】

菊池 早苗 菊池 早苗 奥野 良樹 菊池 早苗 菊池 早苗

【腹膜透析】 【腹膜透析】 【腹膜透析】 【腹膜透析】 【腹膜透析】
奥野 良樹 谷本 憲彦 谷本 憲彦 正木 浩哉 菊池 早苗

中野 美由紀 奥野 良樹

菊池 早苗

【糖尿病・内分泌】 【糖尿病・内分泌】 【糖尿病・内分泌】 【糖尿病・内分泌】 【糖尿病・内分泌】

池田 彩美 溝口 昌弘 山本 浩司 野村　　惠巳子 山中 未宙

堀 茜衣 西浦 葵（再） 松田 いずみ（再）

担当看護師 担当看護師

【糖尿病】 【甲状腺】

三宅 豊　（再） 野村　 惠巳子　（再）

担当看護師 担当看護師

關　 壽人 長沼 誠 關 壽人 島谷　 昌明 吉田 勝紀 高山 拓也

諏訪 兼彦 山敷 宣代 島谷 昌明 吉田 勝紀 光山 俊行

光山 俊行 山科 雅央 山敷 宣代　 折野 匡洋 斉藤　 夏子 中川 達矢

堀谷 俊介 武尾 真宏 山科 雅央 松本 浩尚 堀谷 俊介

齊藤　 夏子 諏訪 兼彦 山階　 武 山階 武 武尾 真宏

折野　 匤洋 【肝臓】

是枝 ちづ

村田 美樹　（再） 若松 隆宏　（再） 

關　　 壽人　（再）

呼吸器
膠原病内科

内線
（2265・2266）

午
後

午
前

腎臓内科
内線

（2265・2266）

午
前

午
前

午
後

午
前

午
後

循環器内科
内線

（2265・2266）

血液腫瘍内科
内線

（2265・2266）

【糖尿病看護ケア相談】

【血管内治療】

午
前 【糖尿病看護ケア相談】

【肝臓】

【糖尿病看護ケア相談】

【糖尿病健康管理】

【糖尿病看護ケア相談】

認定看護師

【糖尿病健康管理】

【糖尿病看護ケア相談】

認定看護師

【海外渡航】

土 (第2､4を除く)

【海外渡航】

    （第1週）

    （第3週）

透析センターへのお問い合わせは、電話 06（6992）1001 （代表）から、内線 5230 にご連絡ください。

午
後

　　　（初）＝初診　　（再）＝再診
　　　（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します

令和5年5月1日現在

金

【地域医療連携部】　TEL（06）6993-9444・FAX（06）6993-9488

木診療部科名 月 火 水

消化器肝臓内科
内線

（2230・2231）

内分泌代謝内科
内線

（2265・2266）

午
後

午
前

午
後

【糖尿病健康管理】

認定看護師

【海外渡航】

【糖尿病看護ケア相談】

【ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ】

【ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ】

【海外渡航】 【海外渡航】

認定看護師

【糖尿病健康管理】

認定看護師

【糖尿病健康管理】 【糖尿病健康管理】

【糖尿病健康管理】

【糖尿病看護ケア相談】

【糖尿病健康管理】

【糖尿病看護ケア相談】 【糖尿病看護ケア相談】

認定看護師

【糖尿病健康管理】

【糖尿病健康管理】

【糖尿病看護ケア相談】



診察枠の都合上、原則予約をお願いします

【骨盤機能】 菱川 秀彦 【骨盤機能】
吉岡 和彦 【大腸化学療法】

　　　　　の場合もあります） 　　　　　の場合もあります） 【大腸】
【骨盤機能】 徳原 克治
【大腸化学療法】 【食道・胃】
徳原 克治 【ストーマケア】 山道 啓吾 【胃化学療法】

認定看護師 山道 啓吾

【大腸】
吉岡 和彦
徳原 克治

【食道・胃】
【食道・胃】 山道 啓吾
向出 裕美

（大腸）徳原　克治

北出　 浩章 ローテーション 北出 浩章   （初） ローテーション 栁田　 英佐
石崎　 守彦 肱川 健　

中竹 利知 【一般・ヘルニア】
肱川 健

栁田　 英佐 北出　 浩章

安元 浩 川副 浩平

安元 浩

桑内 慎太郎

【気胸】 金田 浩由紀 中野 隆仁 金田 浩由紀

中野 隆仁

駒井 宏好 山本 暢子 駒井 宏好 大野 雅人
深山　 紀幸

【エコー】
北岡 由佳

岩瀬　　正顕 須山 武裕 山内　 康雄 須山 武裕 山内　 康雄 岩瀬 正顕
島田 志行 岩瀬 正顕 前田 裕仁 （第3週のみ） 須山 武裕 【初診】

島田 志行 ローテーション
   

【脳血管】
小田　　恭弘　（第1週）

ローテーション 坂口 五月 岸本 昌浩 岸本 昌浩 岸本 昌浩
坂口 五月 坂口 五月 坂口 五月

岸本 昌浩 【セカンドオピニオン】
（第2週のみ） 坂口 五月 岸本 昌浩

小糸 悠也　(初) 三島 崇生 （初） ローテーション（初）　　 【一般】
松崎 和炯 　　　　　の場合もあります） 田口 真 三島 崇生 　　　　　の場合もあります）

中尾 一慶 中尾 一慶 神尾 絵里
喜多 瑛世 喜多 瑛世

【神経因性膀胱】 【神経因性膀胱】

小糸 悠也　 三島 崇生 杉 素彦 【神経因性膀胱】
松崎 和炯 【女性泌尿器】 田口 真 （第1・3週）
中尾 一慶 神尾 絵里 田口 真

（第1週） 【密封小線源外来】 神尾 絵里
田口 真

（第2・3・5週）
三島 崇生

（第4週）

【股関節】 【股 ・膝関節】 【股 ・膝関節】 【股 ・膝関節】 【脊椎】 【脊椎】
徳永　 裕彦 松矢　 浩暉 松矢 浩暉 徳永　　裕彦 小谷 善久 池浦 淳

松矢 浩暉 田中 貴大
【外傷・膝関節】　 【脊椎】 【股関節】
山田 耕平 小谷 善久 植田 成実 【脊椎】 【肘・手外科】

池浦 淳 【肘・手外科】 澤田 允宏
【リウマチ】 【肘・手外科】 【外傷 ・ 膝・股関節】 浜田 佳孝
市川 宜弘 浜田 佳孝 山本　 慶 【外傷・リウマチ】

市川 宜弘 【一般】
【股・膝関節】 【膝関節】 担当医
山本 慶 山田 耕平 【肘・手外科】

澤田 允宏
【外傷・股関節】
植田 成実

【膝・股関節】
山本　 慶

【関節機能温存】 【脊椎】 【股関節】 【人工関節】 【脊椎】
【小児】 小谷 善久 植田 成実 徳永　 裕彦 小谷 善久
徳永 裕彦 【肘・手外科】 松矢 浩暉 田中 貴大

浜田 佳孝 【外傷 ・ 膝・股関節】
【膝関節】 山本　 慶 【脊椎】 【小児】
山田 耕平 【膝関節】 池浦 淳 浜田 佳孝

山田 耕平  
【リウマチ】 【股関節】 【リウマチ・膝・足】
市川 宜弘 植田 成実 市川 宜弘

【股・膝関節】 【膝・股関節】 【肘・手外科】
山本 慶 山本　 慶 澤田 允宏

　（初）＝初診　　（再）＝再診
　（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します

【地域医療連携部】　TEL（06）6993-9444・FAX（06）6993-9488 令和5年5月1日現在

金 土 (第2､4を除く)

消化管外科
内線

（2230・2231）

午
前

【消化管・肝胆膵ローテーション】 【消化管・肝胆膵ローテーション】 【消化管・肝胆膵ローテーション】

（手術日につき専門医不在 （手術日につき専門医不在 （専門医不在の場合あります）

診療部科名 月 火 水 木

心臓外科
内線

午
後

【ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ】

肝胆膵外科
内線

（2230・2231）

午
前

（2265・2268）

午
前

午
後

【消化管・肝胆膵ローテーション】

（専門医不在の場合あります）

午
後

呼吸器外科
（2265・2266）

午
前

血管外科
内線

（2230・2231）

午
前

午
後

脳神経外科
内線

（2170・2171）

午
前

午
後

午
後

乳腺外科
内線

(2216)

午
前

【遺伝性腫瘍】

（手術日につき専門医不在

（初） ローテーション

（初） ローテーション （初） ローテーション

認定看護師 認定看護師

認定看護師

 整形外科
内線

（2114・2115）

午
前

午
後  

午
後

【ストーマケア】

【セカンドオピニオン】

腎泌尿器外科
内線

（2230・2231）

午
前

（手術日につき専門医不在



診察枠の都合上、原則予約をお願いします

【婦人科】 【婦人科】 【婦人科】 【婦人科】 【婦人科】 【婦人科】
吉村 智雄 鈴木 健太郎 角 玄一郎 牧野 博朗 吉村 智雄 ローテーション

安田 勝彦 西端 修平
【漢方】 【助産師】 【産科】
梶本 めぐみ 担当助産師 【産科】 鈴木 健太郎 【産科】

中村 真季子 【産科】 ローテーション
【産科】 【漢方】 角 玄一郎
西端 修平 【産科】 梶本 めぐみ

牧野 博朗

【処置・検査】 【助産師】 【コルポ】 【婦人科】 【コルポ】
鈴木 健太郎 担当助産師 鈴木 健太郎 牧野 博朗 牧野 博朗
牧野 博朗 牧野 博朗 中村 真季子
中村 真季子 中村 真季子 鈴木 健太郎

【母乳】
【処置・検査】 担当助産師 【婦人科】
鈴木 健太郎 中村 真季子
牧野 博朗
中村 真季子

寺井 沙也加 寺井 沙也加 清原 隆宏 清原 隆宏 北嶋 友紀 ローテーション
伊藤 眞未 伊藤 眞未 槇村 馨 槇村 馨 小林 里佳
小林 里佳 北嶋 友紀

【透析足病】
担当医 清原　 隆宏

清原 隆宏 （第2・4週）

【乾癬】 【フットケア】
  担当医 担当医

櫻井 裕章 長間 多恵 畔 熱行 鈴木 健司 松浪 周平 櫻井 裕章
松浪 周平 長間 多恵 棟田 陽子 棟田 陽子   　(第1.5週)

尾崎　 裕次郎 　(第3週)

【ピーリング】
畔 熱行 長間　多恵（第2.4 週）

【レーザー】
長間　多恵

尾辻 剛 三木　　克朗 西村　 哲哉 尾辻 剛 三木 克朗 西村　 哲哉
小池 直子 藤村 英里 伊東 良江 小池 直子 白井 明美 （第1・3週）
前田 敦史 佐藤 侑紀 三木 克朗 佐藤 侑紀 前田 敦史
河合 江実 盛 佑子 盛 佑子 [奇数月]

藤村 英里 三木 克朗    (第1週)
【黄斑】 岸本 直子　(再) 【黄斑】 佐藤 侑紀　　(第3週)

藤原 亮　
永井 由巳　(再) 津村　　 晶子

(第3週のみ)

【斜視】 [偶数月]
三間 由美子 尾辻 剛 宮島 理乃 宮島　 理乃 前田 敦史  　(第1週)

藤原 亮 佐藤 侑紀 前田 敦史 尾辻 剛     　（第3週）

三木　　 克朗 盛 佑子 佐藤 侑紀
【網膜硝子体】 盛 佑子
尾辻 剛

【緑内障】 【黄班】 【ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ・
前田 敦史 三木　 克朗
南野 桂三 　（第2・4週）

【眼鏡処方】 河合 江実
藤村 英里

【黄斑】
尾辻 剛 【眼形成・涙道】

（第3週・奇数月）
松山　　 加耶子 

朝子　 幹也 髙田 洋平 朝子 幹也 東山　 由佳 髙田 洋平
友田 篤志 朝子　 愛梨 友田 篤志 朝子 愛梨 西本 仁 友田 篤志 （第1週）
東山 由佳 西本 仁 東山 由佳（第3・5週）

西本 仁    （第1週）
朝子　 愛梨（第3・5週）

【補聴器】 【無呼吸】 【補聴器】 【補聴器】
髙田 洋平 大西　 純夫 髙田 洋平 髙田 洋平

（第2・4週）

　　　（初）＝初診　　（再）＝再診
　　　（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します

【地域医療連携部】　TEL（06）6993-9444・FAX（06）6993-9488 令和5年5月1日現在

診療部科名 月 火 水 木 金 土 (第2､4を除く)

産婦人科
内線

(2280･2281)

午
前

午
後

皮膚科
内線

（2182・2183）

午
前

【切らずに治す
【セカンドオピニオン】 皮膚がん】

午
後

形成外科
内線

（2114・2115）

午
前

午
後

【乳房再建初診】

【角膜コンタクト】 【ぶどう膜】 【弱視】 （第1・3・5週）

　　　　（第1・3・5週）

（皮膚悪性腫瘍・皮膚疾患診断）

第5週は交代制

眼鏡処方】

耳鼻咽喉科
内線

(2170･2171)

午
前

岩井　  　大   （再）

午
後 （第1・3・5週）

眼　　科
内線

(2170･2171)

午
前

   （第1.3.5週）

午
後



【一般】 【一般】 【一般】 【一般】 【一般】 【一般】
ローテーション 田中　 幸代 田中　　幸代 田中　　幸代　 ローテーション ローテーション

（第3週以外）（再） 　(第1.3.5週)
【心身症】 【心身症】 【心身症】
石崎　　 優子 藤井 由里　 柳夲　 嘉時　（再） 長尾　 靖子　 石崎　　優子

【神経】
藤代　 定志 【心身症】　（第1・3・5週)

(第3週）　（再） 石崎　　優子
【内分泌】　（第3週）
見浪 実紀

【循環器】 【心身症】 【心身症】 【心身症】 【心身症】
堀　 真一郎 柳夲　 嘉時　（再） 柳夲 嘉時　（再） 石崎　 優子 石崎　 優子　（再）

【発達診断】 【腎アレルギー心身症】
【発達支援】 長尾 靖子　（再） 田中 幸代　（再）
石崎　　 優子 【乳児健診】

鈴木 貴美

近藤　 誉之 篠藤 祐也 篠藤 祐也 藤井 ちひろ 濱谷 美緒 【初診】
井谷 公美 近藤 誉之    （隔週） 峠 理絵 髙田 真基 吉永 健二  （隔週） ローテーション

藤井 ちひろ  （隔週）
【ボトックス再診のみ

【治験・神経心理】
ローテーション 近藤　 誉之 ローテーション

近藤　 誉之 【多発性硬化症】 【遺伝外来】 吉永 健二  （隔週）
【治験・神経心理】 近藤 誉之    （隔週） 峠　理絵
ローテーション 藤井 ちひろ  （隔週）

木下 利彦 木下　 利彦  　(初) 池田 俊一郎 池田 俊一郎 (初) 砂田 尚孝 ローテーション
齊藤　 幸子 　(初) 齊藤 幸子 舩槻 紀也 柏木 陽介 柏木 陽介  （初）
吉村 匡史 嶽北 佳輝 南 翔太 柳生 繭子 清水 敏幸
佃 万里 緒方 治彦 高野 謹嗣 西本 大樹
西田　 圭一郎 田中 優樹 嶽北 佳輝　(初) 桂 功士
外村 俊祐 南野 玲香

【精神腫瘍・緩和ケア】
舩槻 紀也

【ジストニア】
三井 浩

菅　　 俊光 武内 孝太郎 武内 孝太郎 武内　　孝太郎
河合 勤也 河合 勤也 河合 勤也 中田 瑞季
武内 孝太郎 菅　　 俊光
中田 瑞季
【ボツリヌス療法】 【漢方疼痛】 【装具】 【装具】
菅　　 俊光 佐藤 公彦 菅　 俊光

菅　　 俊光

【放射線治療】 【放射線治療】 【放射線治療】 【放射線治療】 【放射線治療】
志賀　 淑子 吉田 謙 志賀　 淑子 志賀　 淑子 吉田 謙
播磨 洋子 中島　 直美 播磨 洋子

【血管造影・IVR】
米虫 敦
【小線源治療】 【RI内用療法】 【小線源治療】 【小線源治療】 【PET】
吉田 謙 (第1.4週) 宇都宮 啓太 吉田 謙 志賀　 淑子 宇都宮 啓太

【小線源治療】 播磨　　洋子 【放射線治療】
吉田 謙 吉田 謙
【血管造影・IVR】 【血管造影・IVR】 【血管造影・IVR】
米虫 敦 米虫 敦 米虫 敦

増澤 宗洋（再） 村上 瑛亮（初・再） 内山 祐佳（再） 緒方 洪輔（再） 中本 達夫（初・再）
（ペインのみ）

増澤 宗洋  (初・再） 内山 祐佳  (初・再) 緒方 洪輔  (初・再) 中本 達夫（再）
（ペインのみ）

坂本 由紀 坂本 由紀 坂本 由紀 坂本 由紀 田中 富貴子 ローテーション
谷 祐亮 谷 祐亮 谷 祐亮 谷 祐亮

谷 祐亮 坂本 由紀 谷 祐亮 坂本 由紀 坂本 由紀
谷 祐亮 谷 祐亮

<お知らせ>

リハビリ科
内線

(5410) 【機能的電気刺激】

【ころばぬ先の杖】
　（パーキンソン病早期発見）

午
後

脳神経内科
内線

（2114・2115）

精神神経科
内線

(3511･3521)

午
後

午
前

午
後

午
前

午
前

【起立性調節障害フォロ－】

　(第1週)　（再）

　　　　　　(眼瞼・顔面)】

小児科
内線

（2182・2183）

午
前

午
後

(第2・4週)　（再） （第1・3・5週）

【発達診断】　(再）

       (1)  休診日は、第2、第4土曜日･日祝日･年末年始（12月29日～1月3日）となっております。
       (2)  学会等により、やむを得ず担当医が変更になる場合がありますのでご了承願います。
       (3)  ご紹介の際は、保険証をご持参頂きますようご説明願います。

午
前

午
後

午
前

午
後

休診

【口腔外科】 【口腔外科】 【口腔外科】 【口腔外科】

【口腔外科】 【口腔外科】

休診

休診

認定看護師

（初）＝初診　　（再）＝再診（初）
（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します

     令和5年5月1日現在

火 水 木 金 土 (第2､4を除く)

【地域医療連携部】　TEL（06）6993-9444・FAX（06）6993-9488

当ページの診療科では、初診の場合予約が必要となります。

月診療部科名

認定看護師

午
前

【口腔外科】 【口腔外科】

【口腔外科】 【口腔外科】

下記のがん看護外来は、当院を受診頂いた患者さんが対象です。

午
後

午
後

認定看護師

認定看護師

専門看護師 認定看護師

認定看護師

放射線科
内線

(5919)

ペインクリニック
緩和ケア外来

（身体）
内線

(2182･2183)

歯科・口腔外科

がん看護
専門看護師

【口腔外科】

午
前


