
※都合により診察担当医師は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

※空欄は手術・検査のため、外来診療を行っておりません。

：新患 ：新患・再来 ：再来

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
大路　麻巳子 大路　麻巳子 大路　麻巳子 第２・４週 大路　麻巳子 大路　麻巳子

（再来） （再来） （再来） リンパ浮腫外来 （新患・再来） （新患・再来）

坂田　英子 坂田　英子 坂田　英子 坂田　英子 坂田　英子
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来） （再来）

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

術後連携パス外来 術後連携パス外来 術後連携パス外来 術後連携パス外来 術後連携パス外来

1年毎フォロー外来 1年毎フォロー外来 1年毎フォロー外来

第１・３週

糖尿病看護
宗田　聡 滝澤　大輝 橋本　浩平 宗田　聡 宗田　聡 安藤　麻理 交代制 安藤　麻理 滝澤　大輝
（新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患） （新患・再来） （再来）

安藤　麻理 宗田　聡 橋本　浩平 橋本　浩平
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来）

山中　崇之 眞柄　慎一 唐橋　裕輔 阿部　裕樹 福地　雄太 阿部　裕樹 山崎　肇 岩谷　雅子
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

小野　壮登 羽深　理恵 佐藤　尚 上原　由美子 永山　善久 山崎　肇 星名　哲 佐藤　尚 上原　由美子 上原　由美子
（新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来）

阿部　裕樹 交替 塚野　真也 羽深　理恵 眞柄　慎一 山際　悠里 永山　善久 塚野　真也
（新患・再来） （1ヶ月健診） （新患・再来） （再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来）

上原　由美子 上原　由美子
（食負荷） （食負荷）

影向　晃 影向　晃
（新患・再来） （再来）

矢部　正浩 古川　浩一 石川　紗織 小田　雅人
（新患） （再来） (新患） （新患）

心療)田代　敦志 消）専攻医 消）専攻医
（再来） （再来） （再来）

緩和）田中　萌生 腫瘍）伊藤　和彦
（新患・再来） （新患・再来）

緩和）野本（再来）

緩和）野本　優二 総）石川　紗織 総）尾﨑　青芽 総）山添　優 緩和）野本　優二 総）矢部　正浩 緩和）野本　優二 総）尾﨑　青芽 総）矢部　正浩 第１・３・５週

総）尾﨑（再来）
（新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） 第２・４週

ストーマ（外）
第１・２・３・４週

岩谷　昭 横山　直行 ストーマ（外） 佐藤　大輔 桑原　史郎 山崎　俊幸
（新患） （新患） 第１・２・３・４週 （新患） （新患） （新患）

大谷　哲也 岩谷　昭 横山　直行 山崎　俊幸 佐藤　大輔
（新患・再来） （再来） （再来） （再来） （再来）

上原　拓明 桑原　史郎 亀山　仁史 小林　和明
（再来） （再来） （再来） （再来）

仲谷　健吾 飯沼　泰史 平山　裕
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

リハビリ外来 リハビリ外来
（再来） （再来）

野﨑　洋明 穂苅　万李子 髙橋　真実 関谷　可奈子
第１・３・５週 第１・３・５週 第１・３・５週 （頭痛外来） 第１・３・５週

五十嵐　修一 鳥谷部　真史 他田　正義 交代制 佐藤　晶
第２・４週 第２・４週 第２・４週 第２・４週

（新患） （新患） （新患） （新患・再来） （新患）

五十嵐　修一 鳥谷部　真史 他田　正義 坂田　佑輔 佐藤　晶
第１・３・５週 第１・３・５週 第１・３・５週 第１・３・５週 第１・３・５週

野﨑　洋明 穂苅　万李子 髙橋　真実 羽入　龍太郎 関谷　可奈子
第２・４週 第２・４週 第２・４週 第２・４週 第２・４週

（再来） （再来） （再来） （再来） （再来）

中村　公彦 渡部　正俊 森田　健一 齋藤　明彦 金丸　優
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

中臺　雅人
（再来）

中臺　雅人 庄司　寛和 山下　晴義 山下　晴義 酒井　芳倫 酒井　芳倫 山下　晴義 瀬川　博之 瀬川　博之
（新患 ・ 再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （新患） （再来） （再来）

石川　裕也 渡邉　仁 富田　裕 石川　裕也 澤上　公彦 遠藤　祐己
（新患） （再来） （新患 ・ 再来） （再来） （再来） （新患・再来）

瀬川　博之 酒井　芳倫 庄司　寛和 庄司　寛和 小牟田　佑樹 小牟田　佑樹 渡邉　仁
（新患） （新患） （新患） （再来） （新患 ・ 再来） （再来） （新患）

交代制 交代制
（再来） （再来）

村上　健治 引間　孝輔 中野　英之 根本　大志 石川　浩子
（新患） （新患） （新患） （新患） （新患）

中野　英之 中野　英之 石川　浩子 村上 健治（再来） 村上　健治
（再来） （再来） （再来） （第5週休診） （再来）

石川　浩子 佐藤　敬子 村上　健治 引間　孝輔 中野　英之
（再来） （再来） （再来） （再来） （再来）

引間　孝輔 引間　孝輔
（再来） （再来）

土田　恵美子 土田　恵美子 土田　恵美子 土田　恵美子 土田　恵美子
（新患） （再来） （新患） （新患） （再来）

裏へ

小児科再来 小児科再来

消化器外科

内科

総診）研修医

小児科

小児リハビリ診察

金水 木

脳神経外科

総診）研修医

小児外科

内科（一般）

感染症内科

山中　崇之

内分泌・
代謝内科

乳腺外科

小児リハビリ診察 小児リハビリ診察 小児リハビリ診察 小児リハビリ診察
臼田　東平

外来診察担当医表　　　令和４年７月１日付 　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リハビリ

火月

大石　昌典 眞柄　慎一

小児科再来

小児リハビリ診察

整形外科

放射線治療科

脳神経内科

救急科

眼科



午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
宮田　昌幸
第２・４週

（新患・再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

飛澤　泰友 飛澤　泰友 飛澤　泰友 飛澤　泰友 飛澤　泰友 飛澤　泰友 飛澤　泰友
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

大滝　真由子 大滝　真由子 大滝　真由子 大滝　真由子 大滝　真由子 大滝　真由子 大滝　真由子
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

木村　浄土 鈴木　紗也佳 木村　浄土 木村　浄土 鈴木　紗也佳
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

鈴木　紗也佳 富山　勝博 富山　勝博 鈴木　紗也佳 富山　勝博
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

渡邉　美子 傳田　定平 傳田　定平
田中　萌生 百瀬　未来 日比野　亮信
（新患・再来） (新患・再来） （新患・再来） 　（新患・再来） （新患・再来）

血）新國　公司 血）新國　公司 血）阿部　崇 血）阿部　崇 血）新國　公司 血）新國　公司 血）阿部　崇 血）阿部　崇 血）新國　公司 血）新國　公司

（新患・再来） （再来） （新患・再来） (再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来）

呼）大嶋　恭一郎
第１・３・５週

呼）渡井　はづき
第２・４週

（新患） （再来） （新患） （再来） （新患） （再来） （新患） （再来） （新患） （再来）

（再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （再来） （再来）

消）河久　順志 消）河久　順志 消）安住　里映 消）安住　里映 消）河久　順志 消）和栗　暢生 消）和栗　暢生 消）佐藤　宗広
（再来） （再来） （再来） （再来） （新患・再来） （再来） （再来） （新患）

消）和栗・大﨑 消）安住・熊谷
隔週 隔週

（新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （再来） （新患・再来） （再来） （再来）

腎）村上　修一 腎）大学医師
（リウマチ） （リウマチ）

（新患・再来） （新患・再来） (再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来）

腎）村上　修一 腎）村上　修一 腎）村上　修一
（リウマチ） （リウマチ） （リウマチ）

（新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

腎）米沢　正貴 腎）米沢　正貴
（新患・再来） （新患・再来）

循）小田　弘隆 循）小田　弘隆 循）高橋　和義 循）高橋　和義 循）土田　圭一 循）土田　圭一 循）保坂　幸男 循）保坂　幸男 循）田中　孔明 循）田中　孔明
（新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来）

循）林　由香 循）林　由香  ＩＣＤ  ＩＣＤ 循）高橋　和義 循）土田　圭一 循）土田　圭一
（再来） （再来） 保坂　幸男 保坂　幸男 （再来） （再来） （再来）

今井　智之 川上　芳明 川上　芳明 大学医師 川上　芳明
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患 ・ 再来） （再来）

笠原　隆 大学医師 今井　智之 川上・笠原　隔週 今井　智之 笠原　隆
（再来） （新患・再来） （再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来）

自己導尿第３
佐藤　裕喜 高橋　善樹 若林　貴志 青木　賢治
心外 心外 心外 心外

(再来） （再来） （再来） (再来）

大学医師 交代制 加藤　香 交代制
呼外 心外 心外 心外

（新患・再来） （新患） （再来） （新患）

高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之 高田　佳之
遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭 遠藤　諭
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

（新患・再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （再来）

小林　琢也 登内　恵里子
第１・３・５週 第１・３・５週

登内　恵里子 小林　琢也
第２・４週 第２・４週

（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

　 森川　香子
第２・４週

（新患・再来） （再来） 女性外来 （再来） （再来）

登内　恵里子 小林　琢也
第１・３・５週 第１・３・５週

小林　琢也 登内　恵里子
第２・４週 第２・４週

（新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

矢部　正浩 田代　敦志 尾﨑　青芽 茂呂　寛（大学）
（新患・再来） （新患・再来） （新患・再来） （新患・再来）

CAPD外来
第１・第３

すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか すこやか
授乳 授乳 授乳 授乳
栄養指導

上村　直美

柳瀬　徹 倉林　工 常木　郁之輔 田村　正毅 田村　正毅 倉林　工 小川　裕太郎

消）熊谷　優 消）田覚　健一

腎）中村　元 腎）保坂　聖子

竹内　美香

白木　佑弥

産科エコー 産科エコー

常木　郁之輔 倉林　工

髙橋　優人

竹内　美香

白木　佑弥

金木水月

麻酔科・
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
外科

西巻　浩伸

呼）宮林　貴大

呼）阿部　徹哉 呼）永野　啓 呼）大嶋　恭一郎

呼）宮林　貴大 呼）大学医師

火

皮膚科

柳瀬　徹

腎）近藤　大介

遠藤　諭

柳瀬　徹

腎）保坂　聖子

小川　裕太郎 森川　香子 田村　正毅

呼）宮林　貴大

呼）阿部　徹哉呼）阿部　徹哉呼）林　正周

呼）林　正周呼）永野　啓呼）永野　啓呼）大学医師

呼）林　正周

權　斎増

呼）渡井　はづき

※診察の状況によって、他の医師が担当させていただくことがありますので、ご了承ください。

呼）宮林　貴大

健康管理室

CAPD外来

常木　郁之輔

歯科

内科

腎）近藤　大介

消）佐藤　宗広消）田覚　健一

森川　香子

婦人科

産科

消）大﨑　暁彦

鈴木　肇

耳鼻いんこう科

髙橋　優人

白木　佑弥

大野　佑樹

竹内　美香

髙橋　優人

大野　佑樹

松山　洋

竹内　美香

髙橋　優人

大野　佑樹

松山　洋

髙橋　優人

白木　佑弥

大野　佑樹

髙橋　優人

泌尿器科

呼）影向　晃

消）大﨑　暁彦

腎）担当医

大学医師 松山　洋 小出(めまい)

白木　佑弥

大野　佑樹

竹内　美香

心臓血管外科
呼吸器外科

形成外科

鈴木　肇 鈴木　肇 鈴木　肇 鈴木　肇 鈴木　肇

腎）中村　元

ペースメーカー外来


