
済生会横浜市東部病院　　外来診療表 平成28年8月4日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考
牧野　博之 牧野　博之 馬場　毅 岸本　有為 大久保　雄介
中野　茂 米田　将隆

大久保　雄介 中野　茂 建持　岳史 牧野　博之
岸本　有為 大久保　雄介 馬場　毅
米田　将隆 建持　岳史（化療外来）

消化器外科 江川　智久 伊藤　康博 長島　敦 三原　康紀 清水　正幸
松田　諭 風巻　拓 清水　正幸（化療外来) 廣江　成欧

半田　寛
初再 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

スキンケア外来
消化器内科 再 岸本　有為 牧野　博之

江川　智久 伊藤　康博 長島　敦 山崎　元靖 北野　光秀
江川　智久（第1・3） 三原　康紀 清水　正幸

半田　寛 明石　卓
総合外科 ※スキンケア外来 スキンケア外来

　 伊藤　努 三角　隆彦
林　祥子 高橋　辰郎

小野　滋司 渋谷　慎太郎 小野　滋司 渋谷　慎太郎

平野　敬典 酒井　毅 伊藤　良明 塚原　玲子 毛利　晋輔
阪本　泰成 徳田　尊洋 山脇　理弘 滝村　英幸 堤　正和
本多　洋介 牧野　憲嗣 荒木　基晴 高間　拓郎
白井　重光 小林　範弘 弁膜症外来①

弁膜症外来②
稲葉　佑

平野　敬典（フットケア） 徳田　尊洋 ペースメーカー外来 酒井　毅（不整脈） 堤　正和
交代制（フットケア） 名内　雅宏(不整脈)
看護ケア・装具（第2・4） 血管病予防外来

宮城　盛淳 鯉渕　清人 鯉渕　清人 宮城　盛淳 青木　敏行
荒井　太一

中島　洋介（第2・4） 宮﨑　保匡 小林　裕章 小林　裕章 小杉　道男
小杉　道男（第1・3・5）

再 宮﨑　保匡 小杉　道男 中島　洋介
交代制 ※低侵襲前立腺治療センターは、紹介予約制

腹膜透析外来 腹膜透析外来
宮﨑　保匡 中島　洋介
小林　裕章

担当医 担当医 担当医
八木　智子 比嘉　眞理子 一城　貴政 山下　馨 長谷部　正紀

比嘉眞理子/長谷部正紀 一城　貴政 土井　綾乃 比嘉　眞理子 八木　智子/山下　馨
糖尿病看護外来 看護外来（フットケア） 糖尿病看護外来 一城　貴政 糖尿病看護外来

糖尿病看護外来
午後 吉藤　歩

清水　邦彦 高橋　実希 今坂　圭介 高倉　裕樹 豊田　学
砂田　幸一
高倉　裕樹 小室　彰男 濱中　伸介 清水　邦彦 高橋　実希

豊田　学 今坂　圭介 砂田　幸一
呼吸器外科 初再 井上　芳正 酒井　章次（禁煙外来）※

呼吸器外科 再 井上　芳正 青木　輝浩
緩和ケア外来 初再 酒井　章次※ 濱中　伸介※

船山　敦(第1・3・5) 谷川　英徳（第1・3・5） 藤江　厚廣(第1・3・5) 交代制 梅澤　仁(第1・3・5)
福田　健太郎(第2・4) 三戸　一晃（第2・4） 山部　英行(第2・4) 高田　和孝(第2・4)

野本　聡
山中　一良(上肢) 野本　聡(膝・リウマチ) 船山　敦(股関節) 山部　英行(上肢) 三戸　一晃（上肢）
北村　和也(脊椎) 藤江　厚廣（整形一般・股関節）福田　健太郎(脊椎) 三戸　一晃（上肢） 野本　聡（膝・リウマチ）

木村　豪志（整形一般） 谷川　英徳(下肢・リウマチ) 梅澤　仁
側弯症外来(第1・3・5)※ 野本　聡(膝・リウマチ) 福田　健太郎(脊椎) 山部　英行(手外科外来) 谷田部　拓(骨粗しょう症)

北村　和也(脊椎) 高田　和孝(整形一般・下肢) 谷川　英徳（下肢・リウマチ） (第1・3)
藤江　厚廣（骨粗しょう症） 藤江　厚廣（骨粗しょう症） 乳幼児股関節（第1・3）

(第2・4)
松本　亮(整形一般)

（第1・3）

各務　宏 峯　裕 稲葉　真 ※メモリークリニックは紹介予約制
初 笠井陽介/齋藤充弘 伊達　悠岳 丸山　淳子 後藤　淳 丸山　路之
再 丸山　路之 後藤　淳 伊達　悠岳

丸山　淳子 ※メモリークリニック ※メモリークリニック
小林正人（サイバーナイフ外来）

小倉　直子 後藤　淳 後藤　淳
齋藤 充弘 笠井（脳循環評価外来）

林　朗清 本田　洋輔 有井　浩一 林　朗清 本田　洋輔
吉邨　善孝 橋本　昌靖 沼倉　孝利 沼倉　孝利 吉邨　善孝
林　朗清 本田　洋輔 有井　浩一 林　朗清 本田　洋輔

吉邨　善孝 橋本　昌靖 沼倉　孝利 沼倉　孝利 吉邨　善孝
御子柴　尚郎 伊藤　めぐむ 秋葉　靖雄 小西　康博 渡邊　豊治
松下　瑞帆 田口　圭祐 水戸　裕二朗 吉田　卓功 佐藤　惟
田口　圭祐 佐藤　惟 吉田　卓功 水戸　裕二朗 武永　智
助産外来 助産外来 助産外来 助産外来 助産外来
西谷　慎 西谷　慎

田口　圭祐 佐藤　惟 吉田　卓功 水戸　裕二朗 武永　智
助産外来 助産外来 助産外来 助産外来 助産外来

土居　正和
午前 伊藤　めぐむ 小西　康博 佐藤　惟 秋葉　靖雄 伊藤　めぐむ ※初診受付は午前11時までです
午後 伊藤　めぐむ 小西　康博 佐藤　惟 秋葉　靖雄 伊藤　めぐむ

午前 北島　真理子 畑　康樹 西本　周平 非常勤医師 江原　佳恵
※月２回
※金曜日再診
　江原：14時～14時30分

※岡部　圭介（形成外科） 江原　佳恵 畑　康樹

（手術） 江原第1・3・5のみ
午前 丸山　貴大 丸山　貴大 丸山　貴大 権田　恭広 山口　由佳
午後

山川　博毅 ※本村　朋子 大塚　邦憲 山川　博毅
本村　朋子 山川　博毅 大塚　邦憲

午後 山川　博毅 手術 頭頚部腫瘍外来 大塚　邦憲/山川　博毅

坂井　陳作 堀内　俊克 堀内　俊克 荒　博範 坂井　陳作
堀内　俊克 後藤　陽子 堀内　俊克
坂井　陳作 堀内　俊克 堀内　俊克 坂井　陳作
堀内　俊克 後藤　陽子 堀内　俊克
馬場　毅 建持　岳史 岸本　有為 大久保　雄介 中野　茂

渡辺　浩二 渡辺　浩二 山田　悠人 山田　悠人 米田　将隆
大久保　雄介 牧野　博之 牧野　博之 畑　宗一郎 中野　茂
建持　岳史 中野　茂 岸本　有為 米田　将隆

馬場　毅
馬場　毅 岸本　有為 馬場　毅

午前 長田 麻衣子 長田 麻衣子 長田 麻衣子 長田　麻衣子 長田 麻衣子
午後
午前 荒井　太一 荒井　太一 荒井　太一/宮城　盛淳 鯉渕　清人 鯉渕　清人/宮城　盛淳

荒井　太一 荒井　太一 荒井　太一 鯉渕　清人 鯉渕　清人
交代制 交代制 交代制

午前 　西村　修一　 舟越　和人 吉田　佳代 舟越　和人 塚本信宏
午後 西村　修一 舟越　和人 吉田　佳代 舟越　和人／田中　智樹 塚本信宏

井本　一也 上田　絢美 清水　良 井本　奈緒子
山田　悠人 八木　智子 三田村　侑季 白井　重光 池谷　枝里子
小林　由佳 　保富　亮介　 渡辺　浩二 長谷部　正紀 木原　英雄

血液内科 初再 長瀬　大輔
馬場　洋行※ 吉川　賢忠※ ※リウマチ・膠原病外来は院内他科依頼のみ対応

岩本　眞理 山本　亜矢子 波多野　道弘 岩本　眞理 雪澤　緑
及川　愛里 喜多　佳世 坂本　正宗 杉山　恵一郎 大山　宜孝
梅津／小児 肝臓（藤澤・乾） 増澤／小児 小林／小児 消化管（十河）

※内分泌（第1,3）小笠原 アレルギー初診（波多野） 神経初診（大山） アレルギー（波多野） 肝臓（藤澤・乾）
※内分泌（第1,3）小笠原 消化管（十河） 乳幼児健診 循環器（岩本） 消化管（十河）

1か月検診 アレルギー（波多野） 　／新生児（峯川） アレルギー（波多野） 肝臓（藤澤・乾）
肝臓（藤澤・乾） 新生児（立石） ※小児外科 新生児（第1,3）立石

腎臓（第1,3）伊藤 新生児（武田） 新生児（中村） 神経（山本）
神経（第2,4）大山 消化管（十河）
神経（第1,3）大山 シナジス外来 シナジス外来

消化器センター

午前

消化器内科

初

※火は初診のみ
再

初再

総合外科

午後
消化器外科 初再

心臓血管センター

午前

心臓血管外科

※ペースメーカー外来についてはお問い
 　合わせください

血管外科
(下肢静脈瘤）

循環器内科
（初再診）

午後

心臓血管外科

循環器内科
（初再診）

腎泌尿器センター

午前

腎臓内科
（初再診）

泌尿器科
初

低侵襲前立腺治療ｾﾝﾀｰ

午後

腎臓内科（再診）

検査
・腫瘍外来

ESWL・生検

糖尿病内分泌センター
午前

初診

再診

再診

呼吸器センター
午前

呼吸器内科

※緩和ケア外来は院内他科依頼のみ対応再

午後

初

運動器センター

午前 整形外科

初

※側弯症外来は紹介予約制です。
13時～16時に整形外来までお電話でご予約
の上、紹介状をお持ちください。

再

午後 整形外科 再

脳神経センター

午前

脳外科

脳血管・
神経内科

午後
脳外科

神経内科 再

こころのケアセンター
午前 初再診

※診療対象は中学校卒業以上です
午後 再診

産科1
産科2

※
乳腺外科

午後

産科 ※助産外来は当院で出産の方のみが対象
となります※

婦人科
乳腺外科

リプロダクションセンター

レディースセンター

午前

婦人科１

皮膚科

初診

午後 再診
畑　康樹

（手術) 完全紹介制

眼科
初再診

初診は完全紹介制

耳鼻咽喉科
午前

初診 初診は完全紹介制
※火曜日の初診は午前10時より診療

再診
再診

口腔外科
午前 初再診 初診は完全紹介制

午後 再診

内視鏡センター

午前
上部1

上部2

午後
大腸

胆道・膵

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
初再診

透析ｾﾝﾀｰ
血液透析 （土曜日）　交代制

午後
血液透析
腎不全療法選択外来

放射線治療科
初再診

再診

総合診療センター
午前 総合内科 初再

午後
リウマチ・膠原病

サルビア（重心外来） 完全予約制

こどもｾﾝﾀｰ

午前
一般外来

専門外来

午後 専門外来

※　小児外科：星野・黒田

※神経（第1，3）、シナジス外来については、
サルビアで診察を行っております
　

〒230-8765横浜市鶴見区下末吉3-6-1

℡045-576-3000（代表）
初診受付時間　8：30～11：00

＊午後の診療時間についてはお問い合わせ下さい
診療スケジュールについては

予告なしに変更することがあります


