
内科
２０２１年１２月１日現在

診療科 月 火 水 木 金
一般内科 ［交代制］ [交代制] [交代制] [交代制] [交代制]

大澤恵 古田隆久 杉本健 岩泉守哉（午後） 杉本健（午前）
田村智（午前） 大澤恵（午前） 谷伸也 山出美穂子（午後） 濱屋寧
山出美穂子（午後） 高橋悟（午後） 田村智 淺井雄介（午後）
ピロリ菌外来（午後）

家族性消化器腫瘍外来 岩泉守哉（午後）
安田日出夫 加藤明彦 加藤明彦 安田日出夫 大橋温
(多発性のう胞腎外来） 岩倉考政 大橋温 磯部伸介 坂尾幸俊
藤倉 知行（午前） （腎移植外来）

則武秀尚（午前） 川田一仁 川田一仁 則武秀尚
伊藤潤（午後） 千田剛士（午後）
須田隆文 須田隆文 榎本紀之 中村祐太郎
乾 直輝 柄山正人 鈴木勇三 穂積宏尚

藤澤朋幸・古橋一樹 中村祐太郎（午前） 井上裕介
松下明生・釣谷大輔 佐々木茂和 ＣＳＩＩ・ＣＧＭ外来 佐々木茂和 夏目宏子
柿沢圭亮 柿沢圭亮 （予約のみ） 山下美保 山下美保

釣谷大輔 合併症外来 橋本卓也 大場健司
松下明生 GDM外来
アルドステロン症外来

血液内科/ 竹下明裕(血液) 担当医 小野孝明 小野孝明（午前） 永田泰之(血液)
移植後外来 初診・再診（午後） (血液/移植後外来)

渡邉裕司 乾直輝 龍口万里子（午後）
龍口万里子 龍口万里子
大谷速人（心アミロイド） 午前休診 前川裕一郎(午前) 成瀬代士久（午後） 前川裕一郎(午前)
茂木聡（午前） 成人先天心（午後） 早乙女雅夫 佐野誠（午前） 早乙女雅夫（午前）
佐野誠（午後） 佐藤亮太(午後) 成瀬代士久（午後） 諏訪賢一郎(午後) 坂本篤志（午後）

金子裕太郎（午前）
ペ－スメ－カ－外来（午後） 4月を除き第3週午後

小児科
初診・再診 [交代制] [交代制] [交代制] [交代制] [交代制]

飯嶋重雄 瀬川祐貴（午前） 上野大蔵
大石彰 大石彰(午後)

乳児健診(午後予約制) 担当医(午後)
内分泌・遺伝外来 緒方勤(午前)

藤澤泰子(1.3.5週は
午前のみ）
小野裕之・村松真由美

増永陽平
内山弘基（午前） 石川貴充 石川貴充(午後)

内山弘基(午後)
坂口公祥(午後) 坂口公祥(午後)
長期フォローアップ外来(看護) 清水大輔（午後）
第4週のみ(午後)

夏目統(14:30～) 安岡竜平（午前） 夏目統(午前) 夏目統(午後)
安岡竜平 安岡竜平（午後） 幸田昌樹（2.4週は午前のみ）

加藤 由希子(午前)
石垣英俊(午前） 福田冬季子 福田冬季子(午前)
林泰壽（午後） 林泰壽（午後） 石垣英俊

平出拓也(午後)
腎臓外来(午後) 北形綾一（午前） 内田博之(午後)

小児外科 担当医（予約のみ） 奈良啓悟（午前） 樋渡勝平（午前）

新生児フォローアップ

内分泌外来(予約)

循環器

神経外来

血液外来(午後)

臨床薬理内科

消化器内科

腎臓内科

脳神経内科

脳神経病態外来(午後)

循環器内科

※担当医、休診日は変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

尾内康臣(1.2.3週)

免疫・アレルギー

免疫・リウマチ内科

肝臓内科

呼吸器内科

内分泌・代謝内科

外来担当医表
浜松医科大学医学部附属病院

渡邊一樹

休診

休診

山﨑賢士古川省悟（午後） 化学療法 小川法良交代制

休診中村友彦 長島優 武内智康



外科
診療科 月 火 水 木 金

椎谷紀彦(予約のみ) 椎谷紀彦 椎谷紀彦(予約のみ)
山下克司 鷲山直己
津田和政（午後） 髙橋大輔

海野直樹 佐野真規(下肢静脈瘤

犬塚和徳 ・リンパ浮腫午前）
片橋一人・遠藤佑介
山中裕太・露木肇

船井和仁(予約のみ 船井和仁(再診のみ)
初診・5週目休診)
川瀬晃和(再診)
高梨裕典（午後）

小倉廣之 小泉圭 小泉圭（午後） 小倉廣之 小泉 圭
甲斐三紀子 （家族性乳腺腫瘍外来） 淺野祐子 綿引麻那

竹内裕也(午前) 竹内裕也 菊池寛利(ＧＩＳＴ・午前) 平松良浩(低侵襲外科・午前)

平松良浩
菊池寛利
松本知拓

倉地清隆・阪田麻裕 倉地清隆（午前）
赤井俊也・鳥居翔
稲守宏治・立田協太
杉山洸裕

森田剛文 森田剛文
武田真
井田進也
村木隆太
廣津周

一般外科 鳥居翔 佐藤正範（午前） 交代制（緊急のみ） ソケイヘルニア外来

脳神経外科
初診のみ［交代制］ 黒住和彦 野崎孝雄 黒住和彦
杉山憲嗣 神尾佳宣 小泉慎一郎 野崎孝雄
12/6,1/17診察 根木宏明 望月悠一
横田尚樹 牧田一平（第1.3.5週）
12/13,1/17診察 門脇慎（第2.4週）
北濱義博
12/6,20,1/17,2/7診察

脳腫瘍・頭蓋底腫瘍外来 鮫島哲朗

形成外科
松下友樹（第1.3.5週） 松下友樹・瀬野尾 歩 太田悠介・山田萌絵 中川雅裕
山田萌絵（第2.4週） 太田悠介
杉村友紀

頭頚部再建 太田悠介・山田萌絵 中川雅裕・太田悠介
乳房再建（初診） 東堂暢子 松下友樹・瀬野尾 歩
眼瞼下垂（月1回） 金子愛

小児先天異常（月1回） 加持秀明

精神科神経科
初診 山末英典 竹林淳和 和久田智靖 横倉正倫

山末英典 竹林淳和(午前) 和久田智靖 横倉正倫
高貝就 佐野文都 竹林淳和(午後)
亀野陽亮（午前） 永井裕幸(午後)
吉田理歩・中村知香 藤田宏治

成人発達障害外来 加藤康彦
認知行動療法外来 亀野陽亮（午前） 亀野陽亮（午後）
摂食障害デイケア ○（休診） ○（休診）

初診・再診

緩和ケア外来

初診・再診

再診

北嶋諒

肝・胆・膵外科

肥満減量外来

心臓血管外科

呼吸器外科

乳腺外科

下部消化管外科

血管外科

上部消化管外科

北嶋諒

休診
（再診のみ）

完全休診

北嶋諒北嶋諒

休診

平松良浩(予約制)



整形外科
診療科 月 火 水 木 金

教授外来(脊椎専門) 松山幸弘 松山幸弘(午前予約のみ)

初診・一般外来 大江慎・古橋弘基 休診 長谷川智彦・紫藤洋二 ［交代制］予約のみ 大和雄・花田充
骨粗鬆症(午前) 星野裕信

岡林諒（午後） 鈴木基裕
永房鉄之（午後） 鳥養栄治（第1.3.5週）

市川哲也（第1週）
大村威夫・荻原弘晃
牧野絵巳（月3回）
黒川敬史
岡林諒
大石崇人（第1週）
杉浦香織（第2週）
萩原和弘（第3週）

吉田剛・大江慎
有馬秀幸・三原唯暉
長谷川智彦・大和雄
坂野友啓

紫藤洋二
本多洋介（第1.3.5週）

星野裕信・古橋弘基
清水雄太・堀田健介
杉山義晴（第1週）
小山博史（月1回）
澤田智一（第2.3週）
西田達也（第1.3週）
山本和史（第2.4週）
畑佳秀（第4週）
花田充・堀田健介
小山博史（月1回）

星野裕信・古橋弘基
山下大輔（第1.3週）
古橋亮典（第4.5週）
杉浦香織（第2週）

ヘルニア外来 ◎予約のみ

皮膚科
本田哲也・伊藤泰介 島内隆寿・影山葉月 本田哲也・伊藤泰介 島内隆寿・影山葉月 藤山俊晴・影山玲子
中澤慎介・影山玲子 中澤慎介・森下ナオミ 藤山俊晴・伊藤なつ穂 福地健祐・栗原和生 福地健祐・山本真梨子

山本真梨子 山本真梨子 森下ナオミ・増井友里 山本真梨子

乾癬 栗原和生
アトピー性皮膚炎外来 本田哲也 本田哲也
皮膚リンフォーマ外来 島内隆寿

脱毛症外来 伊藤泰介 伊藤泰介

耳鼻咽喉科
三澤清・細川誠二 瀧澤義徳 新村大地 細川誠二・瀧澤義徳
石川竜司･竹内一隆 山田智史 石川竜司・新村大地
今井篤志・望月大極 今井篤志 望月大極・山口裕貴
山口裕貴 竹内一隆

細川久美子 中西啓・喜夛淳哉
細川久美子

中西啓
喜夛淳哉

鼻副鼻腔・アレルギー(午後) 石川竜司
睡眠時無呼吸・いびき外来 三澤清・中安一孝

麻酔科蘇生科
五十嵐　寛 加藤孝澄 中島芳樹 木村哲朗 谷口美づき
木村哲朗 小林賢輔 鈴木祐二 鈴木興太 小林充
木村哲朗 木村哲朗 小林充

鈴木興太
漢方専門外来 中山毅・木村哲朗

脊椎外来
（午前）

脊椎外来
（午後）

リウマチ外来
(午前)

一般

難聴外来・人工内耳
耳鳴り(第2・4)

腫瘍外来

耳外来

SCS外来

肩関節外来(午後)
第５週休診

腫瘍外来
(午後)

小児整形外来
(午後)

手・末梢神経外来
(午前)

股関節外来
(午前)

一般

膝・スポーツ外来
(午後)

ペインクリニック初診再診



泌尿器科
診療科 月 火 水 木 金

野畑俊介（10時まで） 大塚篤史 三宅秀明 松下雄登
杉山貴之 伊藤寿樹 佐藤 亮
渡邉弘充 本山大輔

緊急のみ◎ 河上明日香 渡邊恭平
排尿障害外来(午前) 大塚篤史
不妊症外来(午後) 寺田央巳(第1.3.4.5週) 寺田央巳(予約再診のみ)

腎移植外来 [交代制]

眼科
堀田喜裕 佐藤美保 倉田健太郎 佐藤美保
彦谷明子 永瀬康規 野嶋計寿 立花信貴
永瀬康規 月花環 彦谷明子 堀田喜裕 倉田健太郎
野嶋計寿 鈴木寛子 鈴木寛子・古森美和

再診(午後) 立花信貴
専門外来(午後) 予約検査のみ
網膜変性外来 堀田喜裕(午後)

佐藤美保・彦谷明子
鈴木寛子

ロービジョン(金) 青島明子

産科婦人科 (○は女医)
初診 村上浩雄 安立匡志 ○村林奈緒 ○松家まどか 安部正和・柴田俊章

村上浩雄 安部正和・柴田俊章 金山尚裕（予約制・第2.4週） 安立匡志・伊藤敏谷 村上浩雄
○松家まどか・伊藤敏谷 ○村林奈緒

内田季之 鈴木一有 伊東宏晃 田村直顕 内田季之
○幸村友季子 ○磯村直美 ○成味恵 ○松本雅子
○松本雅子 田村直顕 田村直顕 田村直顕
菅沼信彦(予約制) 12/20

腹腔鏡・子宮鏡外来 伊藤敏谷
中山毅（第3週）
○小泉るい（第1.2.4週）

母親学級
助産師外来

乳腺予防ケア外来

中村和正 中村和正 中村和正 中村和正 中村和正
小西憲太 小西憲太 平田真則（午前） 小西憲太 小西憲太（午前）
大平啓一 大平啓一（午前） 大平啓一（午後） 大平啓一 大平啓一
平田真則 若林紘平 若林紘平 平田真則（午前） 平田真則
若林紘平 若林紘平

IVR外来(初診･再診) 棚橋裕吉

山内克哉・永房鉄之 永房鉄之・高橋麻美 山内克哉・高橋麻美 高橋麻美・有賀隆裕 永房鉄之・有賀隆裕
有賀隆裕・安田千里 有本直人・安田千里 有本直人・安田千里 有本直人 有本直人
高橋麻美 山内克哉 有賀隆裕 永房鉄之 山内克哉

義肢・装具外来(午後) 山内克哉 永房鉄之
嚥下外来(午後) 有賀隆裕 高橋麻美 有本直人
痙縮外来(午後) 有賀隆裕 永房鉄之

高次脳外来(午後) 山内克哉 山内克哉

歯科口腔外科
増本一真・田中秀生 増本一真・田中秀生 田中秀生 望月里依奈 増本一真・林祐太郎
林祐太郎・深谷映吏 深谷映吏・小川主税 深谷映吏 杉田美紀・伊藤啓恵
杉田美紀・伊藤啓恵 杉田美紀 伊藤啓恵 金子和嘉子（午前）
金子和嘉子 伊藤啓恵（第2.4週） 金子和嘉子
秋山順長 金子和嘉子（第1.3週） 秋山順長

顎補綴 [藤田哲夫］
矯正歯科 ［八木教之］  

予約制　要問い合わせ（午後に産科婦人科へ）　　妊婦健診（午前）　産後健診（午後）　
予約制　要問い合わせ（午後に産科婦人科へ）　　アドバンス助産師（午後）　

予約制　要問い合わせ（午後に産科婦人科へ）

婦人科外来

初診再診

産科外来

初診・再診

放射線治療科

放射線診断科

初診(午前)

再診(午前)

リハビリテーション科

不妊外来

女性漢方外来

斜視外来(水曜日)

再診(午前)

初診・〈再診兼〉(午前)

初診・再診


