
【整形外科】

名　称 担当医師

福田 健太郎
月曜 9：30～11：00
※完全紹介予約制

尾崎 正大 第1・3木曜 8：30～11：00

米澤 喜朗 第2・4・5木曜 8：30～11：00

側弯症 福田 健太郎
月曜 午後
※完全紹介予約制

こどもから高齢者まで「せぼねの変形」に対する専門外来です。特発性側弯症、先天性側弯
症、後弯症、成人脊柱変形（変性側弯症・後側弯症等）などが対象となります。

※初診予約と紹介状持参をお願いします。

船山 敦
第1・3・5月曜 8：30～11：00
毎週水曜 8：30～11：00

山内 俊之 第1・3・5水曜 8：30～11：00

乳児
股関節

船山 敦
山内 俊之

第1・3水曜 14:00～16:00
予約制

生後3～7ヵ月に股関節脱臼や臼蓋形成不全の状態・程度を超音波検査で診断しています。脱
臼が重度の場合は装具を使用し治療します。紹介は保険診療で、健診は自費で３５００円と
なります。

山部 英行 第2・4 水曜 8：30～11：00

谷口 岳 第1・3・5火曜 8：30～11：00

手外科 山部 英行 木曜 13:00～15:00
肩関節から指先まですべての疾患に対応しております。患者さんの病態、ニーズに応じ手術
治療、保存治療それぞれの中からベストな選択肢を提示致します。外傷に関しては近隣のど
の病院よりも迅速に対応するように心がけております。診療は手外科専門医が行います。

再生医療 山部 英行
金曜 9:00～12:00
予約制

患者さん自身の血液由来の成分（PRP、APS）を用いて軟部組織や関節の治療を行っていま
す。従来の保存治療に難渋し、手術までの次のステップとしての新しい選択肢になります。
本治療は自由診療になりますので、効果や副作用、合併症のことはもちろん、費用のことも
丁寧にご説明致します。

船山 敦
第1・3・5月曜 8：30～11：00
毎週水曜 8：30～11：00

武田 勇樹
第2・4 月曜 8：30～11：00
毎週水曜 8：30～11：00

関節
リウマチ

武田 勇樹
第2・4 月曜 8：30～11：00
毎週水曜 8：30～11：00

関節リウマチに対する診断と治療を行っています。薬物治療（メトトレキサートや生物学的
製剤等）、症状に応じて手術治療を行います。他の膠原病疾患が疑われる場合は、非常勤の
膠原病内科と連携しています。

骨粗鬆症
武田 勇樹
山内 俊之
        他

火曜 14：00～16：00
担当医毎週交代制
各曜日 8：30～11：00

骨密度検査、必要に応じて血液検査を行い、骨粗鬆症の診断を行います。内服、注射治療に
対しては継続することが必要であり、かかりつけ医との医療連携を行っていきます。検査、
診断のみの診察も可能です。

【神経内科】

名　称 担当医師

後藤　淳
火曜 9:00・10:00
予約制 医療機関からのみ予約

伊達 悠岳
木曜
9:00・10:00・11:30
予約制 医療機関からのみ予約

道交法
認知症外来

後藤　淳
火曜 11：00 予約制
医療機関からのみ予約

近隣のかかりつけ医の先生より、運転免許更新にかかわる診察のご依頼を頂いた患者さん

脳循環
評価

笠井 陽介 木曜 8:30～11:00
※初診受診後のご案内となります。

頸動脈狭窄などの頭蓋内外主幹動脈病変、もやもや病など脳循環予備能評価が必要な患者さん
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当院では各診療科の専門性を生かした専門外来を開設しております。
ご紹介の際の参考にして頂けましたら幸いです。

整形外科初診は、紹介状持参で①予約なしで受診 ②予約を取って受診が可能です。
地域医療連携室：045-576-3546（受付：平日 9:00～16:00）から予約（患者さん予約可）

受診方法・対象など

股関節
変形性股関節症、臼蓋形成不全、大腿骨頭壊死、大腿骨頸部骨折、骨盤骨折等の外傷の診断
と治療を行います。手術は人工股関節置換術、骨切り手術、骨接合術をしています。外傷手
術は48時間以内に行うよう努力しています。

肩関節から指先まで、すべての疾患に対応しております。特に小児の骨折、開放骨折などは
当日手術による迅速な対応を心がけております。

膝関節

脊　椎
脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、脊椎圧迫骨折のほか、脊髄腫瘍（髄内腫瘍を除く）、脊椎・脊
髄損傷、脊柱変形など、「せぼね」に関わるほぼすべての疾患・外傷が対象となります。

※初診予約と紹介状持参をお願いします。

上肢

膝関節疾患全般に対する診断と治療を行っています。変形性膝関節症に対する人工膝関節置
換術、骨切り術や半月板損傷、前十字靭帯断裂などのスポーツ外傷に対する治療を行いま
す。

受診方法・対象など

メモリー
クリニック

近隣のかかりつけ医の先生より”ものわすれ”などでご紹介頂いた患者さん

　頭痛、めまい、しびれなどの症状、脳卒中、てんかん、パーキンソン病関連疾患など



【消化器外科】

名　称 担当医師

食　道
・ 胃

江川 智久
月曜 8：30～11：00
午後の初診も可

食道癌、胃癌の手術から化学療法、放射線治療まで行っています。進行癌であっても術前の化学療法
後を行い根治手術を可能としています。また、食道裂孔ヘルニアや胃粘膜下腫瘍の手術治療も行って
います。手術に関してはロボット手術の提供も可能です。是非、お任せください。

膵　臓 西山 亮

月曜・水曜 予約制
11：00～MRCP/採血
13：00～診察
医療機関からのみ予約

膵癌早期診断プロジェクトの要の外来です。有症状や糖尿病の悪化、AMY高値など、完全予
約制で即日対応致します。

香月 優亮
水曜 予約制 患者さん予約可
15：00～16：00

青山 純也 木曜 13：00～14：00

大　腸
・肛門

山田 暢 火曜 13：00～14：00
大腸癌、下血はもちろんのこと、イボ痔（内痔核）、切れ痔（裂肛）、直腸脱、大腸・肛門疾患すべ
て対応します。大腸肛門病学会大腸肛門病専門医（スペシャリスト）が診断、治療を行います。

風巻 拓 水曜 8：30～11：00

松本 松圭 木曜 8：30～11：00

清水 正幸 金曜 8：30～11：00

希少がん
（腹部・骨盤）

清水 正幸 木曜 8：30～11：00
腹部、骨盤内に大きな腫瘍がある。通常の腹部の癌ではなく診断がわからない？良性か悪性かも
わからない・・・など腹部・骨盤内腫瘤に関する全般的な外来です。

江川 智久 胃 月曜 13：00・13：30

山田 暢 大腸 火曜 13：00・13：30

西山 亮 膵臓 水曜 13：00・13：30

青山 純也 胃 木曜 13：00・13：30

名　称 担当医師

IBD外来 佐藤 真司 水曜 9：00～11：00
急増する「潰瘍性大腸炎」や「クローン病」の炎症性腸疾患を診療するIBDの専門外来を開
始いたしました。診断、治療等お困りの症例をお待ちしております。

 

名　称 担当医師

禁煙 田中 浩登 金曜 9:00〜11：00 診療所の先生方から禁煙指導のご依頼があった患者さんを対象としております。

ロボット
手術外来

井上 芳正
水曜 13：00～13：30
予約制 患者さん予約可

肺癌，縦隔腫瘍に対するロボット手術を保険診療として行っています。高難度の手術である
肺葉切除に対して，精緻な操作を行える本術式は特に有用です．

名　称 担当医師

肺即日CT
外来

交代制

火曜・木曜 予約制
14：00・14：30
胸部CT/肺機能検査
15：00・15：30 診察
医療機関からのみ予約

胸部CT/肺機能検査を行い、同日に担当医より結果のご説明までいたします。午後の時間帯
で待ち時間が少ないのもメリットです。レントゲンで気になる所見がある方、咳・痰など症
状のある方、喫煙歴のある方など、是非ご利用ください。

【泌尿器科】

名　称 担当医師

案納 忠譜
前立腺 金曜
9:00～11:00

石田 勝
前立腺・腎臓・膀胱・腎盂形
成 水曜 9:00～11:00

三條 丹星
前立腺 第2・4月曜・火曜
9:00～11:00

小林 裕章
前立腺 第1・3・5月曜・木曜
9:00～11:00

胆石は非常に多い疾患です。手術適応があるか悩む患者さんでも是非ご紹介ください。胆石
に限らず、胆嚢腺筋症や胆嚢癌の疑いなども対応可能です。癌の場合は肝胆膵外科での診療
となります。

受診方法・対象など

胆　石

受診方法・対象など

ヘルニア 鼡径ヘルニアや臍ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなどすべてのヘルニアに関する診断、治療を行い
ます。腹腔鏡下手術も積極的に行っています。あらゆるヘルニアに関して対応可能です。

ロボット
手術外来

ロボット手術外来を設置しております。ロボット手術を希望される方が安心して診療を受け
て頂けるよう、ロボット手術担当医による専用の外来診療を行います。

※いずれも原則予約制、患者さん予約可

消化器外科の初診は毎日行っております。午後にいらした場合でも予約なしで初診を行っております。
下記の臓器別・疾患別外来も是非ご利用ください。

受診方法・対象など

【呼吸器外科】 呼吸器外科では，水曜・金曜に初診外来を行っており，肺・縦隔・胸壁疾患に対して診断・外科治療を行っております。
紹介状持参で予約なしで診察させて頂きます。

【呼吸器内科】

受診方法・対象など

ロボット
手術外来

胃がん、直腸がん、膵臓がんに対するロボット手術を保険診療として行っています。高難度な手
術に対しては特に有効です。ロボット手術は、最先端の優れた手術です。他院で手術を勧められ
たが、他の方法がないかとお考えの方など、それぞれの専門臓器はありますが、月曜～木曜はロ
ボット手術を担当する医師ですので、是非ともwebから予約の上、ご相談ください。

※予約制、患者さん予約可

【消化器内科】 消化器内科の初診は、紹介状持参で予約なしで受診可能です。
上部消化管内視鏡検査や腹部超音波検査は、朝食をとらずに来院されれば受診当日に実施出来ます。

受診方法・対象など

泌尿器科の初診は、紹介状持参で　①予約なしで受診　②予約を取って受診が可能です。
地域医療連携室：045-576-3546（受付：平日 9:00～16:00）から予約　（患者さん予約可）



【循環器内科】

名　称 担当医師

山脇 理弘 水曜 8:30～11：00

本多 洋介 木曜 8:30～11：00

フット
ケア

毛利 晋輔 月曜 13：30～16：00

歩くとふくらはぎが張る、足に冷感・しびれがある、安静にしていても足が痛い、足に難治性の傷・
潰瘍がある、足趾先端の壊死などの症状を自覚されましたら、すぐに受診をお勧めします。

※検査および検査結果が出るまで時間がかかります。お時間には十分に余裕を持って来てください。
13：30受診で帰宅が17：00過ぎる場合もあります。

【不整脈科】　　

名　称 担当医師

ペースメーカー
（植込み心臓
デバイス）

坪井 一平
浅見 雅子

水曜 13:00～16:00
※原則予約制

ペースメーカー、植込み型除細動器など、植込み心臓デバイス植込み後の患者さん

※手帳（ペースメーカー手帳、植込み型除細動器手帳）を持参してください。
※当外来は原則予約制ですので受診前にご連絡頂けましたら幸いです。

酒井 毅
火曜 8:30～11：00
木曜 8:30～11：00

坪井 一平 火曜 13：00～15：00

浅見 雅子 木曜 13：00～15:00

【皮膚科】

名　称 担当医師

レーザー 渡辺 絵美子
毎週 木曜 14:30
予約制 患者さん予約可

生後1ケ月から成人までの太田母斑・異所性蒙古斑が対象です。初診は完全紹介制・完全予約制のた
め、「当院レーザー外来宛」の紹介状が必要です。

美容
レーザー

渡辺 絵美子
　
毎週 木曜 16:00
予約制 患者さん予約可

老人性色素斑・雀卵斑（そばかす）・後天性真皮メラノサイトーシス、いわゆる「盛り上がっていな
いシミ」が対象です。初診は完全紹介制・完全予約制のため、「当院美容レーザー外来宛」の紹介状
が必要となります。
※判別に迷う場合は、皮膚科宛の紹介状を持参し受診をお願いします
※自費診療のため、同日の混合診療は不可

名　称 担当医師

宇野 貴博

第2・第4火曜 予約制
9:00～9:30
金曜 予約制
9:00～11:00

荒牧 典子
大滝 真梨香

第2・第4月曜 予約制
14:00～15:00

宇野 貴博
水曜 予約制
13:30～15:00

【糖尿病・内分泌内科】

名　称 担当医師

糖尿病腎症
予防外来

比嘉 眞理子
第2・第4木曜 予約制
14:00・14:30・15:00・15:30
医療機関からのみ予約

全糖尿病患者のうち尿蛋白(±)以上、またはeGFR<45の患者さん

内分泌・
二次性高血圧

・副腎外来
一城 貴政 水曜 8:30～11:00 若年性高血圧症、難治性高血圧症、副腎腫瘍、内分泌疾患の患者さん

笠原 文子 月・火曜 8:30～11:00

一城 貴政 月・水曜 8:30～11:00

山下 馨 木曜 8:30～11:00

早坂 もえ 金曜 8:30～11:00

下垂体腫瘍、甲状腺結節、副甲状腺腫瘍、副腎腫瘍、消化管・膵神経内分泌腫瘍の患者さん

※当院ホームページからも予約可能、予約なしでも大丈夫です

機能回復とQOLの向上を目的として、外傷や基礎疾患に起因する組織の変形、欠損に対する
再建や難治性潰瘍、皮膚・皮下腫瘍、肥厚性瘢痕・ケロイド、眼瞼下垂症と様々な疾患を診
療しています。

※いずれも原則予約制、患者さん予約可

受診方法・対象など

受診方法・対象など

　　　　糖尿病・内分泌疾患全般にわたり、地域中核病院として地域の先生方とともに質の高い医療を
          目指しております。

循環器内科では月～金まで毎日初診外来を行っています。予約の必要はありません。
専門外来は下記の専門外来を設けております。

受診方法・対象など

息切れ、心雑音、心拡大の中には弁膜症や心不全が潜んでいます。外科手術と最先端カテーテル医療
（TAVI・ MitraClip）を含めた治療方針を決定します。専門的な心不全薬を導入し、紹介元との橋
渡しを行っています。2021年6月より経皮的左心耳閉鎖システム(WATCHMAN)を導入していま
す。心房細動の抗凝固療法中の方で、慢性硬膜下血腫、消化管出血、血尿等の出血イベントや転倒等
のために、薬剤中止を検討中の方は紹介してください。

不整脈

【形成外科】

受診方法・対象など

形成外科
外来

動悸、めまい、失神、心電図異常など、疾患としては心房細動をはじめとする上室性頻拍や心室
性不整脈（心室期外収縮・心室頻拍・心室細動）、洞不全症候群、房室ブロックなどの徐脈性不
整脈が対象です。

※紹介状（発作時の心電図があればありがたいです）を持参してください。

受診方法・対象など

重症のアトピー性皮膚炎や尋常性乾癬・円形脱毛症の治療、乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法も小児科と連
携し行っていますのでご相談ください。

内分泌腫瘍

弁膜症・
心不全

不整脈科では、頻脈性不整脈についてはカテーテルアブレーションを積極的に行い、根治を目指しています。徐脈性不整脈には自
己伝導系を利用したヒス束ペーシングなど生理的ペーシングを積極的に行っております。ICD、CRT-P、CRT-D、脳梗塞や失神の
原因精査のための植込み型心電計 (ICM)植込みなども行っております。



名　称 担当医師

リプロ
ダクション

伊藤 めぐむ
佐々木 拓幸

　　　他

月～金曜 8：30～11：00
月～金曜 午後のみ予約制
患者さん予約可

不妊治療や検査を希望される患者さん（当院のリプロダクション外来を始めて受診される患
者さん）
※紹介状がなくても受診可能

リプロ
ダクション
相談外来

栗城 かつみ
不妊症

看護認定看護師

第3土曜 9：00～15：00
※平日要予約 14：00～17：00
患者さん予約可

妊娠を考えたときに悩みや疑問が生じている患者さん
※1,500円（30分）最大1時間まで

血管内治療
専門外来

折田 智彦
水曜 8：30～11：00
患者さん予約可

動脈塞栓術希望の産婦人科疾患（子宮筋腫や胎盤ポリープなど）
胎盤位置異常により帝王切開術を要し、術中に多量出血する可能性のある患者さん

吉田 卓功
子宮 月曜
13：00・13：30 予約制

田口 圭祐
子宮 水曜
13：00・13：30 予約制

名　称 担当医師

小児
循環器

岩本 眞理
青木 晴香

木曜 午後  予約制
新生児～15歳のすべての心臓疾患が対象です。心雑音・先天性心疾患および心臓手術後・川
崎病後冠動脈病変・不整脈・心筋症・肺高血圧・心電図異常・学校心臓検診精査など。

新生児 中村 久理子 水曜・木曜 午後  予約制 早産児など、ハイリスク児の発育・発達のフォローアップ

一般外来
担当医

一般外来のご案内となります。

月曜～金曜 8：30～11：00
紹介状を持参の上、ご受診くださ
い。（予約不要）

皮膚症状のみの食物アレルギー、抗体価陽性だが未摂取の食物アレルギー、
コントロール不良の気管支喘息、外来加療が可能なアトピー性皮膚炎など。

小児
神経

安井 ひかり
2022年7月より

非常勤医師

2022年7月から
一般外来受診後のご案内となります。

月曜～金曜 8：30～11：00
紹介状を持参の上、ご受診くださ
い。（予約不要）

0～15歳の小児の神経疾患が対象です。
主にけいれん・てんかん、精神・運動発達遅滞、神経筋疾患など。

小児
内分泌

沼沢 慶太

一般外来受診後のご案内となります。

月曜～金曜 8：30～11：00
紹介状を持参の上、ご受診くださ
い。（予約不要）

0～15歳の小児で低身長・甲状腺疾患・肥満・脂質異常症・思春期早発症などの疾患が対象
です。

小児
腎臓

伊藤 秀一
東　聡美

一般外来受診後のご案内となります。

月曜～金曜 8：30～11：00
紹介状を持参の上、ご受診くださ
い。（予約不要）

新生児期～小児期の腎臓疾患を対象とします。検尿異常(血尿・蛋白尿)、
腎臓疾患（ネフローゼ症候群、急性腎炎、慢性腎不全など）、
尿路奇形（水腎症、低形成腎など）、夜尿症など。

名　称 担当医師

乾 あやの
火曜・金曜 午前・午後
予約制

十河 剛
金曜 午前（初診）
予約制

梅津 守一郎 月曜 午前  予約制

十河 剛
金曜 午前（初診）
予約制

梅津 守一郎 月曜 午前  予約制

各種専門外来に関する問い合わせは

TEL：045-576-3546
地域医療連携室（受付8：30～17：00 土日祝日除く）

アナフィラキシ歴やエピペン処方等重症食物アレルギー、経口免疫療法必要例、
重症アトピー性皮膚炎、長期管理薬STEP4の気管支喘息（ICS重症量、ゾレア、テオフィリ
ン製剤使用）

【総合小児科】 小児循環器・新生児外来は、医療機関から地域医療連携室：045-576-3546（受付：平日 8:30～17:00）で予約。（医療機関からの
み予約）なお、小児内分泌・小児神経・小児腎臓・アレルギー外来につきましては、一般外来受診後のご案内となります。

受診方法・対象など

窪田 祥平
一般外来受診後、担当医より
院内で予約調整します。

小児
肝臓

あらゆる肝機能異常のお子さんに対応します。肝腫大・脾腫大・黄疸・原因不明の血小板減
少など肝疾患の鑑別が必要であればご相談ください。

小児
消化器

便秘症、過敏性腸症候群、好酸球性胃腸炎、炎症性腸疾患等々。腹痛、下痢、便秘、腹部膨
満、嘔吐・嘔気、げっぷ、吐血、下血、血便etc. 子供のおなかの症状で困ったら小児肝臓消
化器科へ。

ロボット
手術外来

当院では、からだに負担の少ないロボット手術を、保険適応の範囲で積極的におこなってお
ります。たしかな経験と技術を有するロボット手術専門医が対応させていただいておりま
す。お気軽にお問い合わせください。
【適応疾患】良性子宮腫瘍、早期子宮体がん

受診方法・対象など

【小児肝臓消化器科】              初診は、医療機関から地域医療連携室：045-576-3546（受付：平日 8:30～17:00）で予約。
　　　　　（医療機関からのみ予約）

小児
アレルギー

受診方法・対象など

【産婦人科】


