
令和4年10月1日現在

【外来担当医表】令和4年10月分
※急病等での交代はご容赦ください。最新の休診情報等は当院ホームページに掲載しております。ご確認ください→
※土曜、日祝日、年末年始（１２／２9～１／3）は休診です。

＜北館１階＞
月 火 水 木 金

■完全予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

１診 山口　晴雄 日比　知志 倉田　知幸 山口　晴雄 日比　知志

２診 清水　紀香 山崎　哲 清水　紀香 山崎　哲 倉田　知幸

3診 吹田　恭一 近藤　立樹 吹田　恭一 近藤　立樹 小谷野　賢

■再診予約制

１診 土屋　智敬 鈴村　潔 寺﨑　正起 岡本　好史 鈴村　潔

２診 中村　勇人 西前　香寿 土屋　智敬 中村　勇人 西前　香寿

３診 張　丹 浅井　一(10/11~） 川上　次郎 田中　征洋 川上　次郎

午後診＜予約制＞
乳腺外来

１４：００～１６：００

■再診予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

初診 野村　貴紀 石原　典子 植松　駿一 牧原　康一郎 三宅　道大

１診 田中　宏昌 牧原　康一郎 伊藤　英人 小倉　跡夢 伊藤　英人

２診 矢﨑　尚哉 小倉　跡夢 野村　貴紀 矢﨑　尚哉 田中　宏昌

3診

■再診予約制(火・木曜の初診のみ事前予約をお願いします）　

１診 木村　亮輔 土井　亘 手束　貴彦 木村　亮輔 竹中　俊介　

２診 土井　亘 土井　亘 福島　美香（第2・4）

３診 福島　美香 宮下　由紀恵 手束　貴彦（第1・3・5）

午後診＜予約制＞ ストーマ外来（第4）

■完全予約制     ■外来休診日　月・金曜日　　　　　　　　

女性泌尿器科 午後診 宮下　由紀恵 宮下　由紀恵
（第1・3・4・5）

宮下　由紀恵（第2）

■完全予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

１診 明石　拓郎 宮下　晃一 大山　吉幸 池田　政輝 土屋　一夫

２診 池田　政輝 土屋　一夫 明石　拓郎 森　利枝 大山　吉幸

3診 伊藤　泰資

■禁煙外来　休診     ■外来休診日（10/11）

総合診療科 １診 竹内　元二 竹内　元二 竹内　元二 竹内　元二

■完全予約制 ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１０：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００

１診 淺野　寿利 淺野　寿利 淺野　寿利 淺野　寿利 淺野　寿利

２診 須賀　昭彦

＜北館２階＞
■再診予約制     ■水頭症外来は完全予約制（初診は紹介状持参で事前予約の方のみとなります）　　

１診 青島　千洋 岩崎　正重 岩崎　正重 石山　純三 那波　茂晃

２診 那波　茂晃 (10/17~） 大多和　賢登 青島　千洋 大多和　賢登

3診 前澤　聡（9:00～）

午後診＜予約制＞
水頭症外来

１4：0０～１6：0０

　
■完全予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

１診 狩野　允芳 鈴木　康弘 吉井　仁（第1・3） 鈴木　康弘 狩野　允芳

２診 兒島　辰哉 髙森　元子 大橋　美紗 兒島　辰哉 髙森　元子

■完全予約制（初診は紹介状持参で事前予約の方のみとなります）      ■外来休診日　水曜日

１診 高野橋　誓子 戸川　証 小谷野　爽音 戸川　証（10:30～）

２診 良知　弘務 白鳥　君利 杉浦　琢也

１診 長谷部　秀幸 長谷部　秀幸 長谷部　秀幸

２診 古屋敷　吉任 古屋敷　吉任

■再診予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）     　

１診 横谷　知世 山田　実 横谷　知世 山田　実 松井　泰樹

２診 松井　泰樹 黒田　裕介 黒田　裕介

■再診予約制     ■外来休診日　火曜日

１診 城田　和明 中村　肇 城田　和明 中村　肇

２診 戸塚　裕一 中村　肇
ペースメーカー外来（1回 / 月）

■外来休診日     月・水・木曜日

呼吸器外科 １診 高橋　耕治 高橋　耕治

消化器内科

肝胆膵内科

脳神経外科

松本　拓也
（第2・4）

渡邊完／天野貴文
（第2・4／第3）

午後診

腎臓内科

■再診予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）     ■外来休診日（10/28）

循環器内科

心臓血管外科

脳神経内科

不整脈科

外科

消化器外科

乳腺外科

整形外科

手外科

泌尿器科

緩和医療科

呼吸器内科

〒 422-8527　静岡市駿河区小鹿一丁目1番1号　TEL:054-285-6171　FAX:054-285-5179　　（地域連携室直通 TEL:054-280-5040 FAX:054-280-5050）　



令和4年10月1日現在＜北館２階＞
月 火 水 木 金

■完全予約制（初診は紹介状持参で事前予約の方のみとなります）

１診 稲葉　直之 稲葉　直之 稲葉　直之 稲葉　直之 稲葉　直之

２診 大村　和規

■再診予約制（初診は紹介状持参で事前予約の方のみとなります）     ■外来休診日（10/14）

血液内科 １診 竹内　隆浩 竹内　隆浩 竹内　隆浩 竹内　隆浩 竹内　隆浩

１診 山口　智彦
９：3０～１１：００

朴　修三
９：0０～１１：００

山口　智彦
９：3０～１１：００

朴　修三
９：0０～１１：００

山口　智彦
９：3０～１１：００

２診 中村　侑樹
８：３０～１０：３０

中村　侑樹
８：３０～１０：３０

中村　侑樹
８：３０～１０：３０

中村　侑樹
８：３０～１０：３０

午後診＜予約制＞
美容外来

１３：３０～１5：３０

■再診予約制

１診 松本　賢太郎 松本　賢太郎 松本　賢太郎 松本　賢太郎

２診 嶋津　苗胤 嶋津　苗胤 嶋津　苗胤 嶋津　苗胤

３診 岩田　和子 岩田　和子 岩田　和子 岩田　和子

１診 藤塚　秀樹 藤塚　秀樹 藤塚　秀樹
～９：００／１１：００～

藤塚　秀樹 藤塚　秀樹

２診 仲尾　賢一 仲尾　賢一
～９：００／１１：００～

仲尾　賢一 仲尾　賢一 仲尾　賢一

３診 岩本　賢 森　聡次郎 岩本　賢
～９：００／１１：００～

４診 森　みゆき
～９：００／１１：００～

森　みゆき 森　みゆき 森　みゆき 森　みゆき
～９：００／１１：００～

■再診予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

１診 大岩　和博 大岩　和博 大岩　和博（回診後） 大岩　和博 大岩　和博

２診 湯口　祐基 湯口　祐基（回診後） 湯口　祐基 湯口　祐基（回診後） 湯口　祐基

３診 上野　圭貴（回診後） 上野　圭貴 上野　圭貴 上野　圭貴 上野　圭貴（回診後）

午後診＜予約制＞
◎特殊コンタクト外来（不定期）

１４：００～１５：３０

斜視外来

１４：００～１６：００

■再診予約制（火・木曜日は手術日のため完全予約制です。緊急の場合は耳鼻科外来へご連絡ください）      ■外来休診日（午後診（耳外来）10/28） 

１診 武林　悟 武林　悟 武林　悟 武林　悟 遠藤　志織

２診 遠藤　志織 内山　広大 遠藤　志織 内山　広大 内山　広大

３診 別所　佑樹 別所　佑樹 内山　広大 別所　佑樹 別所　佑樹

午後診＜予約制＞ 望月　大極
（腫瘍外来(予約制)　第1・3・5）

遠藤　志織（耳外来）

■完全予約制（一般外来は現在お受けしておりません）

精神科 １診 呼吸法外来 覚醒機能検査 榛葉　俊一

＜西館３階＞
■完全予約制（初診は紹介状持参で事前予約の方のみとなります）

１診 太田　肇 田村　優介 佐藤　亜理奈 太田　肇 田村　優介

２診 小野田　亮 山中　浩史 小野田　亮

妊婦診（３診） 乙咩　三里 小野田　亮 山中　浩史 江河　由起子 成島　正昭

４診 成島　正昭 乙咩　三里(ヘルスケア外来)

江河　由起子 太田　肇

乙咩　三里 小野田　亮
(遺伝外来)

予防接種 山中　浩史
（ウロギネ外来）

田村　優介

＜南館１階＞
■特殊外来は予約制

１診 福岡　哲哉 塩田　勉 佐藤　恵 福岡　哲哉 大久保　由美子

２診 大久保　由美子 吉野　彰兼
三神　美子/安本　倫寿

(第2・4/第1・3・5）
佐藤　恵 三神　美子

３診 安本　倫寿 松本　桃子 荻原　諒栞 吉野　彰兼 浅田　一志

４診 菅原　碧 菅原　碧

未熟児健診 予防接種 乳児健診 神経外来 慢性外来

心臓超音波 慢性外来 シナジス 心臓超音波

アレルギー外来 慢性外来

＜北館地階＞

治療

診断 望月亮三・ 阿部博和 望月亮三・ 阿部博和 望月亮三・ 阿部博和 望月亮三・ 阿部博和 望月亮三・ 阿部博和

耳鼻咽喉科

形成外科

歯科・歯科口腔外科

小児科

午後診＜予約制＞

産婦人科

放射線科

■再診予約制（初診は紹介状持参の方のみとなります）

眼科

交替制・予約制：MRI・ライナック受付までお問い合わせください

午後診＜予約制＞

内分泌代謝科

■再診予約制 

皮膚科
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