
（令和4年8月現在）

診療科 時間
区分

月 火 水 木 金
総合内科 午前 鄭　東孝 当日担当医 当日担当医 当日担当医 当日担当医
緩和ケア内科 午後 宮田　知恵子
リウマチ膠原病内科 午前 大重　達寛 当日担当医 岡野　裕 岡野　裕 岡野　裕

藤村　慶子 門松 賢（第1.3.5週） 松浦　友一
松浦 友一(第2.4週）

午後 門松　賢
血液内科 午前 籠尾　壽哉 横山　明弘 上野　博則 西山　理沙 柴山　貴宏
糖尿病・内分泌内科 午前 岩瀬　恭子 黒澤　秀章

新福　正機 竹熊　真理 古野　毅彦 板東　央矩
杉原　正子（アルコール）

安富　大祐 雪野　満 安富　大祐 安富　大祐 久冨木原　健二
久冨木原　健二 雪野（1.3.5週）

午前 渡辺　理沙 小山田 吉孝・里見 良輔 持丸　貴生 小山田　吉孝 入佐　薫・渡瀬　麻友子
午後 長谷川　華子
午前 小山　孝彦 小山 孝彦
午後 大竹　宗太郎

アレルギー科 午前 小山田　吉孝 持丸　貴生 渡辺　理沙 里見　良輔
消化器内科 午前 吉田　康祐 玉川　空樹 宮永　亮一 渡邉　多代 福原　誠一郎
胃カメラ（消） 午前 当日担当医 当日担当医

坂本　宗久 青山　真之 谷本耕司郎(不整脈専門） 西村　崇文 角田　那由香
稲川　浩平（不整脈専門） 宮崎　良央 谷本陽子(不整脈専門）

午前 大迫　茂登彦 大迫　茂登彦
午後 大迫　茂登彦 大迫　茂登彦

三春　晶嗣 藤田　尚代 山澤　一樹 藤田　尚代 三春　晶嗣
佐藤　利永子 鈴木　絵理 前田　直則 佐藤　利永子 鈴木　絵理
岸田　さなえ 岸田　さなえ
鳥崎　友紀子 足立　陽子 石　志紘 松井　一晃 石澤　嶺

下田　啓文 川口　義樹 浦上　秀次郎
関本　康人（血管）

午後 関本　康人（血管） 島田　岳洋 関本　康人（血管） 石澤　嶺
松井　哲 木下　貴之 松井　哲 松井　哲

小谷　依里奈
午前 木下　貴之

辻 崇(脊椎脊髄・腰・首) 森岡秀夫(骨軟部腫瘍) 吉山 晶(骨軟部腫瘍) 藤田貴也(股関節) 金田和也（膝関節）
道振康平（一般・股関節） 鎌田雄策(上肢) 金田和也（膝関節） 亀田隆太(股関節） 海苔聡（脊椎脊髄）

杉浦祐太郎（一般・上肢） 大熊謙太郎（一般） 池田大樹（一般・脊椎脊髄）
　 　 西村太一（一般）

午後 ※骨転移外来 金田和也（膝関節） 藤田貴也(股関節) 　
骨・軟部腫瘍センター 午後 森岡秀夫／吉山 晶 　
リハビリテーション科 午前 赤星　和人

岡　愛子 落合　博子 落合　博子 片山　陸
片山　陸 中西　未知 岡　愛子

午後 乳房再建
脳神経外科 午前 当日担当医 峯　裕 林　拓郎 当日担当医 田伏　将尚
皮膚科 午前 伏間江　貴之 雪野　祐莉子 小田　俊輔 西堀　由喜子 吉田　哲也

服部　盛也 西山　徹 矢木　康人 門間　哲雄
西山　徹 矢木　康人 金子　雄太 服部　盛也

金子　雄太
服部　盛也 西山　徹 矢木　康人 門間　哲雄

中村　憲 服部　盛也
安達　将隆 三上　佳子 山下　博 大野（第2.4週） 三上 佳子

渡辺　沙耶(第1.3.5週) 大木(第1.3.5週) 真壁　健
宋　吉和（第2.4週）

渡辺　健 藤井　祥太 野田　徹 松木　考顕 川島　弘彦
角田　和繁 当日担当医 秋山　邦彦
当日担当医 矢島　潤一郎

午後 野田　徹 藤波　芳 佐々木真理子（黄斑変性）
角田　晃一（音声） 南　修司郎 南　修司郎 神崎　晶（聴覚）
加我　君孝（聴覚） 伊藤　文展 伊藤 文展
松永　達雄（聴覚） 都築　伸佳

午後 小児難聴（南） 加我　君孝（聴覚） 小児難聴（南）
放射線科 午後 萬　篤憲 萬　篤憲

長谷川　大悟 遠藤　研人 松井　香奈 田林　万奈 佐竹杏奈
別所　央城 別所　央城

松永（難聴） 山澤（遺伝一般） 松永（難聴） 松井（乳腺）
松永（難聴）

山澤（遺伝一般）
植木（産婦人科）

※担当者は変更になることがございます。ご不明な点は、地域医療連携室までお問い合わせください。
※臨床遺伝センター外来へのご依頼・ご予約は、センター担当看護師が日程調整させて頂きますので、御相談ください。

腎臓内科 午前

午前

一般・消化器外科 午前

午前

臨床遺伝センター 午後

歯科口腔外科 午前

午前

　乳腺外科 午前

　整形外科

　泌尿器科
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小児科 午前

メンタルケア科 午前

脳神経内科 午前

心血管・不整脈センター
（心臓血管外科）

心血管・不整脈センター
（循環器内科）

午前

　呼吸器内科

　呼吸器外科

午後

形成外科

※骨転移外来は直接の予約はお取り扱いしておりません。原発巣を担当する当院の担当主科へご紹介頂き、院内担当主科からの診療依頼となります。
※産婦人科、整形外科、精神科、膠原病科、消化器科、眼科、歯科口腔外科は完全紹介予約制となっております。

午前

　眼科 午前

耳鼻咽喉科 午前

産婦人科
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