
2022.5.2～

土曜日

担当医 （初診外来） 担当医（初診外来） 担当医（初診外来） 担当医（初診外来） 担当医（初診外来）

大元 謙治（肝臓内科） 長尾 聡子（内分泌・総合内科） 大元 謙治（肝臓内科） 梅川 康弘（総合内科） 大元 謙治（肝臓内科）

新井 修（消化器内科） 柴田 憲邦（肝臓内科) 浜田 宏（健診二次・糖尿病内科） 大元 謙治（肝臓内科） 柴田 憲邦（肝臓内科)

担当医（糖尿病内科） 新井 修（消化器内科） 岡本 雅也（糖尿病内科） 柴田 憲邦（肝臓内科) 奥山 俊彦（消化器内科）

浜田 宏（健診二次・糖尿病内科） 田中 康司（糖尿病内科・内分泌内科） 担当医（腎臓内科） 新井 修（消化器内科） 新井 修（消化器内科）

鈴木 朋子（腫瘍内科） 大井 裕貴子（糖尿病内科） 担当医（循環器内科） 担当医（呼吸器内科）

鈴木 朋子（呼吸器内科） 担当医（呼吸器内科） 担当医（血液内科）

小野 哲一郎（健診二次） 小野 哲一郎（健診二次） 担当医（脳神経内科）

大元 謙治（肝臓内科） 長尾 聡子（内分泌・総合内科） 大元 謙治（肝臓内科） 長尾 聡子（内分泌・総合内科） 柴田 憲邦（肝臓内科）

柴田 憲邦（肝臓内科） 大元 謙治（肝臓内科） 柴田 憲邦（肝臓内科) 柴田 憲邦（肝臓内科） 奥山 俊彦（消化器内科）

浜田 宏　（糖尿病内科） 柴田 憲邦（肝臓内科) 奥山 俊彦（消化器内科） 小野 哲一郎（糖尿病内科） 田中 康司（糖尿病・内分泌内科）

担当医（糖尿病内科） 田中 康司（糖尿病・内分泌内科） 田中 康司（糖尿病・内分泌内科） 担当医（循環器内科） 大元 謙治（セカンドオピニオン外来）

鈴木 朋子（腫瘍内科） 小野 哲一郎（糖尿病内科） 　　　　浜田 宏（糖尿病内科） 担当医（呼吸器内科）

梅川 康弘（予防接種15:00～） 大井 裕貴子（糖尿病内科） 鈴木 朋子（呼吸器内科）

担当医（健診二次・内分泌内科） 担当医（腎臓内科）

柳井 しおり 安藤 正明 羽田 智則 安藤 正明 羽田 智則  担当医

坂手 慎太郎 菅野 潔 菅野 潔 柳井 しおり 坂手 慎太郎

菅野 潔 澤田 麻里 澤田 麻里 島田 京子 安井 みちる

吉野 育典 越智 良文 吉野 育典 安井 みちる 戸枝 満

柳井 しおり 安藤 正明 羽田 智則 安藤 正明 坂手 慎太郎

島田 京子 澤田 麻里 島田 京子 柳井 しおり/澤田 麻里（子宮内膜症外来） 加藤 慧

加藤 慧 加藤 慧 桝田 沙也加 吉野 育典 安井 みちる

仙波 恵樹 戸枝 満

山﨑 史行 真嶋 允人 山﨑 史行 堀 晋一郎 山﨑 史行  担当医

堀 晋一郎 加藤 慧 真嶋 允人　 真嶋 允人 真嶋 允人

安井 みちる 戸枝 満 島田 京子 下村 優莉奈 吉野 育典

山﨑 史行 堀 晋一郎 山﨑 史行 越智 良文 山﨑 史行

仙波 恵樹 真嶋 允人 坂手 慎太郎 桝田 沙也加 羽田 智則

エコー外来 樋口 尚史 エコー外来 エコー外来 堀 晋一郎
　

松原 和則（総合小児科） 担当医（総合小児科） 担当医（総合小児科） 光井 康次郎（総合小児科） 松原 和則（総合小児科）

天野 るみ（神経外来） 中島 英和（健診・予防接種） 西山 逸子（健診・予防接種） 天野 るみ（神経外来） 御牧 信義（神経外来）

赤池 洋人（神経外来） 御牧 信義（神経外来） 赤池 洋人（神経外来） 木村 桂子（神経請薬） 山脇 由希子（神経外来）

天野 るみ（神経外来）

中島 英和（総合小児科） 中島 英和（総合小児科） 松原 和則（総合小児科） 天野 るみ（総合小児科） 中島 英和（総合小児科）

山脇 由希子/天野 るみ（健診） 担当医（健診） 木村 桂子（健診） 光井 康次郎（健診） 山脇 由希子（健診)

担当医（予防接種） 光井 康次郎（予防接種） 担当医（予防接種） 木村 桂子（予防接種） 松原 和則（予防接種）

御牧 信義（神経外来） 御牧 信義（神経外来） 赤池 洋人（神経外来） 御牧 信義（神経外来） 天野 るみ（神経外来）

天野 るみ（神経請薬） 光井 康次郎（神経請薬） 山脇 由希子（神経請薬） 赤池 洋人（神経外来）

岡野内 俊雄（黄斑・網膜） 岡野内 俊雄（黄斑・網膜） 細川 満人 細川 満人 岡野内 俊雄（黄斑・網膜）

細川 満人 小野 恭子 小野 恭子 中村 和博 戸島 慎二

中村 和博 戸島 慎二 戸島 慎二 小野 竜輝 永岡 卓

永岡 卓 野田 雄己 越智 正登 石川 智子 越智 正登

野田 雄己 林 淳子 石川 智子

久保木 紀子

越智 正登 中村 和博 林 淳子 小野 恭子 林 淳子

守本 典子(ロービジョン) 小野 竜輝 永岡 卓 小野 竜輝

小橋 理栄（一般/斜視） 野田 雄己

眼科

午前

午後

産科

午前

午後

小児科

午前

午後

婦人科

午前

午後

内科

午前

午後
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日　



土曜日

村嶋 信尚 吉川 和明 （診断） 吉川 和明 （診断） 吉川 和明 （診断） 吉川 和明 （診断）

仁科 拓也 村嶋 信尚 村嶋 信尚 村嶋 信尚 仁科 拓也 

仁科 拓也

吉川 和明（診断） 吉川 和明 （診断） 吉川 和明 （診断）

村嶋 信尚 仁科 拓也

矢原 勝哉 矢原 勝哉 矢原 勝哉 矢原 勝哉 久保田 元

久保田 元

矢原 勝哉 矢原 勝哉 矢原 勝哉 矢原 勝哉 久保田 元

久保田 元 久保田 元 久保田 元

藤本 善三（一般･消化器･ヘルニア） 村上 敬祥（一般･消化器･ヘルニア） 村上 敬祥（一般･消化器･ヘルニア） 村上 敬祥（一般･消化器･ヘルニア） 山﨑 泰源（一般･消化器･ヘルニア）

竹原 清人（一般･消化器･ヘルニア） 藤山 泰二（肝胆膵） 林 達朗（呼吸器） 藤本 善三（一般･消化器･ヘルニア） 藤山 泰二（肝胆膵）

林 達朗（呼吸器）

唐井 美佳（一般･消化器） 担当医（一般･消化器） 担当医（一般･消化器）

林 達朗（呼吸器） 藤山 泰二（肝胆膵）

山本 康雄 山本 康雄 山本 康雄 有地 直子 安東 栄一

安東 栄一 石戸 則孝 原 尚史 原 尚史 有地 直子

佐久間 貴文 髙本 均 髙本 均 担当医 別宮 謙介

石戸 則孝 山本 康雄 山本 康雄（腫瘍外来） 石戸 則孝 安東 栄一

安東 栄一 有地 直子 原 尚史 横山 昌平 佐久間 貴文

原 尚史 佐久間 貴文 佐久間 貴文

女性骨盤底外来 午後 有地 直子

三好 信也 吉原 由樹 三好 信也 吉原 由樹 三好 信也

戸田 巌雄 大澤 誠也 戸田 巌雄 戸田 巌雄 吉原 由樹

岸本 裕樹 岸本 裕樹 大澤 誠也（外反母趾） 大澤 誠也 岸本 裕樹

戸田 巌雄（脊椎・予約のみ） 岸本 裕樹（脊椎・予約のみ） 戸田 巌雄（脊椎・予約のみ） 戸田 巌雄（脊椎・予約のみ） 岸本 裕樹（脊椎・予約のみ）

岸本 裕樹（脊椎・予約のみ） 大澤 誠也（予約のみ） 大澤 誠也（予約のみ） 吉原 由樹（手・予約のみ）

吉永 泰彦 西山 進 吉永 泰彦 西山 進（紹介外来） 吉永 泰彦

西山 進 相田 哲史 西山 進 相田 哲史 西山 進（紹介外来）

相田 哲史 大橋 敬司 大橋 敬司 大橋 敬司

吉永 泰彦 相田 哲史 吉永 泰彦（紹介外来） 相田 哲史

相田 哲史（紹介外来） 大橋 敬司 西山 進 大橋 敬司

午前 本山 洋明 本山 洋明 本山 洋明 本山 洋明 本山 洋明

午後 本山 洋明 本山 洋明 本山 洋明 本山 洋明

リプロダクション外来 午後 桝田 沙也加 下村 優莉奈 戸枝 満 樋口 尚史 仙波 恵樹

午前 廣瀬 梓 廣瀬 梓 三宅 智子 手術 廣瀬 梓

午後 廣瀬 梓（検査予約のみ） 廣瀬 梓 三宅 智子 廣瀬 梓（予約のみ） 廣瀬 梓

午前 久保田 元

午後 久保田 元

午前

午後

梅川 康弘 梅川 康弘 吉永 泰彦

（一般内科・消化器内科） （一般内科・消化器内科） （一般内科・リウマチ・膠原病）

休　診
休　診

内視鏡検査
上部消化管内視鏡は、全日実施しておりますが、事前に内科の受診をお願いします

下部消化管内視鏡は、全日実施しておりますが、事前に内科の受診をお願いします

紹介外来 午前 休　診 休　診

体外受精センター

皮膚科

緩和ケア科 休　診
休　診

休　診

リウマチ科

午前

午後 休　診

整形外科

午前

午後

泌尿器科

午前

午後

休　診 休　診 休　診 休　診

午後
  中山 文夫（一般･消化器）

休　診

放射線治療科

午前

午後

外科

午前

ブレストセンター
（乳腺）

午前

午後 休　診 休　診

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日　


