
東海大学医学部付属病院診療表【2023年2月1日現在】
休診の場合もございますので、医師指定を希望される場合は、事前にご確認をお願いいたします。

№1

初診 細野　祐司 石井　晶 山田　千穂 佐々木　則子 泉　勇人

再診 小島　梓 中込　陽子

午前・午後 再診 佐藤　慎二 平野　一貴 山田　千穂 佐々木　則子 佐々木　則子 佐藤　慎二 佐々木　則子 佐藤　慎二 細野　祐司

午後 再診 細野　祐司 石井　晶 山田　千穂 泉　勇人

小島　梓

福澤　毅 黒木　俊寿 長尾　隆太 勝俣　智美 菅原　章友 豊田　裕理（1週） 高澤　剛（3週）

黒木　俊寿 菅原　章友 勝俣　智美 長尾　隆太 高澤　剛 菅原　章友 長尾　隆太 豊田　裕理（2週） 福澤　毅 高澤　剛 高澤　剛（1週） 福澤　毅(1週）

勝俣　智美 黒岩　信子 豊田　裕理 豊田　裕理 国枝　悦夫 福澤　毅 髙澤　剛（1･3週） 黒木　俊寿 国枝　悦夫 豊田　裕理（3週） 黒木　俊寿（3週）

午前・午後 初診 及川　健一 小野沢　優奈 伊藤　彩花 副田　圭佑 小塚　和美 松田　陽介

深川　雅史 和田　健彦 駒場　大峰 豊田　雅夫 深川　雅史 和田　健彦 佐藤　弘樹 木村　守次 松田　陽介 小泉　賢洋 小泉　賢洋 金井　厳太(1週）

松田　陽介 豊田　雅夫 金井　厳太 田中　栄太郎 小林　貴子 宮内　雅晃 豊田　雅夫 関　敏郎 安田　敦 森　良孝 北島　夏見

関　敏郎 副田　圭佑 安田　敦 中川　洋佑 北島　夏見 駒場　大峰

（CSⅡ外来） 当番医 （インスリン導入外来） 当番医 （インスリン導入外来） 当番医 （インスリン導入外来） 当番医

（透析予防管理） 当番医 （CGM外来） 当番医

木村　守次 豊田　雅夫 金井　厳太 田中　栄太郎 小林　貴子 和田　健彦 木村　守次 豊田　雅夫 小泉　賢洋 安田　敦

関　敏郎 副田　圭佑 安田　敦 中川　洋佑 松阪　泰二 関　敏郎 駒場　大峰 松田　陽介 駒場　大峰

和田　健彦 豊田　雅夫

（PD外来） 中川　洋佑 （透析予防管理） 当番医 （インスリン導入外来） 当番医 （インスリン導入外来） 当番医

（CGM外来） 当番医 （CSⅡ外来） 当番医

午前 初診 中村　道郎 中村　道郎 滝口　進也 中村　道郎 富田　祐介 上原　咲恵子

午後 再診 中村　道郎 富田　祐介

柳　秀高 鴨野　真弘 沖　将行 阿部　智史 小澤　秀樹 石原　徹 小澤　秀樹 小林　貴子 沖　将行 真鍋　早季 柳　秀高(1.3週） 加藤　博之(1.3週)

佐藤　翔太 宮川　滝彦 杉﨑　豪 後藤　信一 津田　歩美 柏渕　浩一 鳥居　彩音 西村　拓人 石原　徹（1週） 小澤　秀樹（1週）

沖　将行（3週） 島田　将明（1.3週）

午後 再診 小澤　秀樹

初診 小川　吉明 大間知　謙 鬼塚　真仁 安藤　潔 川田　浩志 輪番制

鈴木　利貴央 安藤　潔 鈴木　利貴央 川田　浩志 大間知　謙 小川　吉明 白岩　佐和子 大間知　謙 小川　吉明 小川　吉明

豊崎　誠子 鬼塚　真仁

小川　吉明 大間知　謙 中村　直哉 幸谷　愛 鬼塚　真仁 小川　吉明 笹尾　保 川田　浩志 鈴木　利貴央

天木　惇 町田　真一郎 青山　泰之 豊崎　誠子 (３週） 町田　真一郎

午後 専門外来

初診 栁下　敦彦 後藤　信哉 伊苅　裕二 吉岡　公一郎 永井　知雄 交代制

宮本　淳一 李　勍熙 相原　一樹 吉岡　公一郎 鳥居　翔 吉川　万里江 中村　則人 佐藤　優 上岡　智彦 上岡　智彦 宮本　淳一

小澤　秀樹 岸本　憲明 森本　浩司 野田　賢史

（心筋症） 永井　知雄 （末梢動脈疾患） 鳥居　翔 （心臓放射線） 網野　真理 （心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 相原　一樹 （弁膜症外来） 大野　洋平 （心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 李　勍熙

大野　洋平 （肺高血圧症） 中村　則人 （デバイス） 交替制

（デバイス） 交替制

伊苅　裕二 後藤　信哉 田中　重光 村上　力 伊苅　裕二 吉岡　公一郎 吉岡　公一郎

栁下　敦彦 坂間　晋

田中　重光 馬場　彰泰

（心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 吉川　万里江 （腫瘍循環器） 伊地知　健 網野　真理 （難治性心不全） 伊地知　健

（先天性心疾患） 村上　力

（心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 輪番制

初診 竹下　啓 沓澤　智子 伊藤　洋子 友松　克允 浅野　浩一郎 小熊　剛 当番医

伊藤　洋子 友松　克允 小熊　剛 友松　裕美 浅野　浩一郎 端山　直樹 浦野　哲哉 堀尾　幸弘 端山　直樹 滝口　寛人

岡田　直樹 滝口　寛人 新美　京子 堀尾　幸弘

伊藤　洋子 服部　繁明 小熊　剛 新美　京子 浅野　浩一郎 端山　直樹 浦野　哲哉 滝原　崇久 端山　直樹 岡﨑　瑛梨子

沓澤　直賢 貞廣　弘三郎 竹内　友恵 山﨑　海 後田　美香

午前 初診・再診 長　泰則 当番医 志村　信一郎 岡田　公章 小田桐　重人 小谷　聡秀 当番医

午後 初診・再診

初診 岩﨑　正之 壺井　貴朗 増田　良太 松﨑　智彦 有賀　直広 輪番制

岩﨑　正之 日下田　智輝 壺井　貴朗 小野沢　博登 増田　良太 松尾　一優 松﨑　智彦 壺井　貴朗 有賀　直広 小野沢　博登 輪番制

輪番制 日下田　智輝 輪番制 松尾　一優 塩山　希衣

専門外来 （肺癌・肺気腫） 岩﨑　正之 （肺癌・縦隔腫瘍・中皮腫） 増田　良太 （小児呼吸器） 中川　知己(3週)

岩﨑　正之 日下田　智輝 壺井　貴朗 小野沢　博登 増田　良太 松尾　一優 松﨑　智彦 壺井　貴朗 有賀　直広 小野沢　博登

輪番制 有賀　直広 輪番制 松尾　一優 塩山　希衣

第
２
診
療
セ
ン
タ
ー

循環器内科

午前

再診

専門外来

午後

再診

心臓血管外科

専門外来

呼吸器外科

総合内科

血液腫瘍内科

午前 再診

午後

午後

再診

移植外科

午前 初診・再診

呼吸器内科

午前
再診

午後 再診

病理診断科

第
２
診
療
セ
ン
タ
ー

金 土

午前 当番医（1･3週）

放射線治療科 午前・午後

初診

初診・再診

診療科名 時間帯 月 火 水 木

専門外来

再診

町田　真一郎（移植）

白杉　由香里（4週）

永井　知雄（予約のみ）

中村　直哉（予約のみ）

小田桐　重人（予約のみ）

（閉塞性肥
大型心筋

症）

近藤　泰(2・4･5週）

リウマチ内科

（不整脈/
肺高血圧症）

西川　あゆみ

豊﨑　誠子（LTFU）

専門外来

午前
再診

午後 再診

第
１
診
療
セ
ン
タ
ー

腎内分泌代謝内科

午前

再診

長　泰則（予約のみ） 志村　信一郎（予約のみ） 岡田　公章（予約のみ）

東海大学医学部付属病院
〒２５９－１１９３　神奈川県伊勢原市下糟屋１４３　　電話　０４６３（９３）１１２１

ホームページ：http://www.u-tokai.ac.jp/hospital/fuzoku/



東海大学医学部付属病院診療表【2023年2月1日現在】
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№2

金 土診療科名 時間帯 月 火 水 木

初診 加川　建弘 鶴谷　康太 鈴木　秀和 松嶋　成志 荒瀬　吉孝

鈴木　秀和 金子　元基 白滝　理博 佐野　正弥 松嶋　成志 金子　元基 藤澤　美亜 寺邑　英里香 佐野　正弥 金子　元基 伊藤　彩乃

佐藤　博彦 荒瀬　吉孝 寺邑　英里香 佐藤　博彦 藤澤　美亜 荒瀬　吉孝 鶴谷　康太 森町　将司 加川　建弘 川西　彩 加川　建弘

伊藤　彩乃 小玉　敏生 川西　彩 小玉　敏生 上田　孝 三島　佑介 森町　将司

（腫瘍マーカー外来） 高清水　眞二

小柳　和夫 茅野　新 中村　健司 岡田　和丈 山本　聖一郎 永　滋教 鍋島　一仁 増岡　義人 中郡　聡夫 谷田部　健太郎 小柳　和夫 庄司　佳晃

高橋　進一郎 金森　浩平 山本　美穂 益子　太郎 數野　暁人 大宜見　美香 宮北　寛士 小笠原　利仁 亀井　佑太郎

午後 再診

エコー 永井　知雄 エコー 永井　知雄 エコー 永井　知雄 エコー 永井　知雄 エコー 永井　知雄 エコー 永井　知雄

エコー 渡辺　友樹　 エコー 奥田　彩楽 エコー 青木　友樹 エコー 橋本　佳穂 エコー 相原　一樹 エコー 野田　賢史

ホルター 網野　真理 ホルター 網野　真理 ホルター 網野　真理 ホルター 網野　真理 ホルター 網野　真理 ホルター 網野　真理

心電図 鳥居　翔 心電図 坂間　晋 心電図 村上　力 心電図 上岡　智彦 心電図 伊地知　健 心電図 田中　重光

心電図 渡辺　友樹　 心電図 奥田　彩楽 心電図 青木　友樹 心電図 橋本　佳穂 心電図 相原　一樹 心電図 野田　賢史

心電図 土井　美果 土井　美果 心電図 伊東　遥 心電図 伊東　遥 心電図 伊東　遥 長谷川　実咲 柿添　英文

浅井　さとみ 伊東　遥 伊東　遥 永川　明香 渥美　治世 荒瀬　吉孝 小村　侑司 三島　佑介 上田　孝 山室　博

白滝　理博 佐藤　博彦

土井　美果 渥美　治世 浅井　さとみ 伊東　遥 土井　美果 浅井　さとみ 伊東　遥 山室　博

山田　佳之 煙石　真弓 山本　将平 杉下　友美子 外山　大輔 大友　智史 新村　文男 秋山　康介 松田　晋一 小池　隆志 輪番

矢野　英俊

（発達） 村山　義史 （腎臓） 新村　文男 （長期フォローアップ外来） 矢部　普正 （循環器） 松田　晋一 （フォローアップ） 煙石　真弓 （血液） 森本　克

（循環器） 松田　晋一 （発達） 内山　温 （発達） 村山　義史

（発達） 落合　成紀 （神経） 杉山　延喜

1ヶ月健診 （循環器） 松田　晋一 （膠原病・アレルギー) 加藤　政彦

（循環器） 関根　佳織 （アレルギー） 煙石　真弓

（循環器） 中村　英明 （血液） 外山　大輔 （血液） 山本　将平

（アレルギー） 山田　佳之

（シナジス）

初診・再診 渡辺　稔彦 森　昌玄 小松崎　尚子

再診 森　昌玄 小松崎　尚子 渡辺　稔彦 小松崎　尚子 森　昌玄

午後 再診

新倉　直樹 寺尾　まやこ 新倉　直樹 岡村　卓穂 津田　万里 花村　徹 寺尾　まやこ 横山　梢 岡村　卓穂 石田　理恵

仲川　三江子 水野　万里 担当医 石田　理恵 水野　万里 担当医 担当医

新倉　直樹 寺尾　まやこ 新倉　直樹 岡村　卓穂 津田　万里 花村　徹 寺尾　まやこ 横山　梢 岡村　卓穂 石田　理恵

仲川　三江子 水野　万里 担当医 石田　理恵 水野　万里 担当医 担当医

徳原　真 津田　万里 徳原　真 伊藤　美保 徳原　真 友松　裕美 津田　万里 高橋　有記 徳原　真

友松　裕美 伊藤　美保

金田　将治 柳谷　諒子 大上　研二 戎本　浩史 和佐野　浩一郎 稲木　利英 五島　史行 齋藤　弘亮 小田桐　恭子（1週） 飯島　宏章(1週）

小田桐　恭子 飯島　宏章 寺邑　尭信 戎本　浩史（3週） 寺邑　尭信（3週）

柳谷　諒子 稲木　利英 佐藤　優里菜 芦田　裕士 山本　愛 五島　史行 柳谷　諒子 金田　将治 太田　善之 芦田　裕士（1週） 佐藤　優里奈（1週）

太田　善之（3週） 山本　愛（3週）

専門外来 （鼻・副鼻腔） 齋藤　弘亮 （腫瘍） 酒井　昭博 （腫瘍） 酒井　昭博 （難聴・顔面神経） 濵田　昌史

（腫瘍） 酒井　昭博 （耳科） 和佐野浩一郎

（腫瘍） 大上　研二 （難聴・中耳炎） 小田桐　恭子 （腫瘍） 戎本　浩史 （小児難聴・補聴器） 大上　麻由里

（腫瘍） 飯島　宏章 （小児難聴・補聴器） 寺邑　尭信

（めまい） 五島　史行 （補聴器） 大上　麻由里

（補聴器） 齋藤　弘亮 （鼻・副鼻腔） 金田　将治

（難聴） 石田　克紀（4週）

（人工内耳） 和佐野浩一郎

（新生児） 寺邑　尭信

（扁桃） 寺邑　尭信

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科

緩和ケア科 午後 専門外来

小児外科
午前

第
３
診
療
セ
ン
タ
ー

乳腺外科

午前 初診・再診

小児科

午前

初再診

午前

再診

（IBD健診外来）今井　仁

消化器外科

（FD外来）鈴木　秀和

（IBD外来）金子　元基
再診午後

臨床検査科

心臓

腹部

表在

午前・午後 初診・再診

第
４
診
療
セ
ン
タ
ー

消化器内科

午後 専門外来

（神経）宮下　好洋（1.3.4週）

（神経）池上　真理子（1・2･4週）

（内分泌）　　兵頭　裕美（1・3週）

（耳鳴り）　五島　史行（2・4週）

（めまい）　大貫　純一（3週）

午後
専門外来
【完全予約

制】

午後 再診

（腎臓）　　岡本　正二郎（3.4.5週）

 （アレルギー）田端　秀之（2・4週） 

（血液）　　秋山　康介（1.2.3.5週）

（嚥下）　　西山　耕一郎（1・3週）

1ヶ月健診（月曜が祝日の場合のみ）

平川　均（3週）

初診

午前

午前・午後 専門外来

再診

担当医（予約のみ）

担当医（予約のみ）

（顔面神経）小田桐　恭子（1･3･4週）

（腎臓）　　新村　文男（3.4.5週）

（腎臓）　　坂間　隆（3.4.5週）

藤澤　美亜（3週）

三島　佑介（3週）

鈴木　孝良（2週）

川西　彩（1週）

上田　孝（1週）

下部消化管班（交代制）

下部消化管班（交代制）

濵田　昌史（紹介のみ）

伊藤　美保（2・4週）

専門外来
【完全予約

制】

東海大学医学部付属病院
〒２５９－１１９３　神奈川県伊勢原市下糟屋１４３　　電話　０４６３（９３）１１２１

ホームページ：http://www.u-tokai.ac.jp/hospital/fuzoku/



東海大学医学部付属病院診療表【2023年2月1日現在】
休診の場合もございますので、医師指定を希望される場合は、事前にご確認をお願いいたします。

№3

金 土診療科名 時間帯 月 火 水 木

河野　太郎 今川　孝太郎 根本　仁 山本　覚 赤松　正 角田　洋太郎 河野　太郎 今川　孝太郎 竹下　絵里 城田　真唯子

駒場　千絵子 大塚　静香 中野　博子 駒場　千絵子 竹下　絵里 義澤　美佑

（顎顔面外来）

伊澤　和三 松木　綱大 佐々木　剛史 星元　康嵩 輪番制 青木　隆幸 内堀　雅博 輪番制

鈴木　崇嗣 田村　優志（輪番）

市川　芽早恵（輪番）

青木　隆幸 内堀　雅博 伊澤　和三 佐々木　剛史

鈴木　崇嗣 佐々木　剛史 鈴木　崇嗣 内堀　雅博

青木　隆幸 伊澤　和三 星元　康嵩 青木　隆幸 伊澤　和三 田村　優志 星元　康嵩

松木　綱大 鈴木　崇嗣 田村　優志 松木　綱大

市川　芽早恵

午前・午後 専門外来 （矯正歯科） 輪番制

午後 再診 佐々木　剛史 市川　芽早恵 佐々木　剛史 星元　康嵩 松木　綱大 鈴木　崇嗣 内堀　雅博

伊澤　和三 松木　綱大 田村　優志 市川　芽早恵

午前 ペインクリニック 伊藤　健二 伊藤　美保

午前・午後 専門外来

初診 安部　貴人 永田　栄一郎 今関　良子 大貫　陽一 祢津　静花（1.3週） 中山　平（2.4週） 水間　敦士

水間　敦士 大貫　優子 中山　平 白藤　優成 大貫　陽一 祢津　静花 永田　栄一郎 今関　良子 安部　貴人 花野　秀行 鈴木　直人 波多野　愛加

川村　玲衣奈 灰田　宗孝 山野　光彦 山野　光彦

初診 安部　貴人 永田　栄一郎 今関　良子 大貫　陽一 祢津　静花（1.3週） 中山　平（2.4週）

大貫　優子 中山　平 大貫　陽一 祢津　静花 永田　栄一郎 今関　良子 安部　貴人 山野　光彦

水間　敦士

初再診 反町　隆俊 佐野　史弥 本多　ゆみえ 野中　洋一 張　漢秀 横田　和馬 堀田　和子(1・3週)

平山　晃大 林　直一 馬場　胤典 西山　淳 重松　秀明 厚見　秀樹 佐野　史弥

初診 川上　正能 宮嶋　哲 長谷川　政徳 小路　直 梅本　達哉 中野　まゆら 鹿野　竜生 新田　正広

小路　直 小田　和也 新田　正広 中野　まゆら 藤間　萌子 鹿野　竜生 川上　正能 河村　好章 長谷川　政徳 西川　大智 梅本　達哉

小田　和也

午後 専門外来

池田　仁惠 飯田　哲士 石本　人士 佐藤　健二 吉田　浩 町田　弘子 佐柄　祐介 重盛　波留子 平澤　猛 矢坂　美和 交代制

野口　美耶 原　伸之介 飯田　哲士 網野　ちひろ 百瀬　浩晃 矢島　優希 義澤　航平 中嶋　理恵 牧野田　佳

産科 三塚　加奈子 林　伊緒 中嶋　理恵 森　晃 石本　人士 太田　篤之 簡野　康平 網野　ちひろ 百瀬　浩晃 義澤　航平 交代制

佐藤　健二 佐柄　祐介 佐藤　健二 佐柄　祐介 佐藤　健二 佐柄　祐介 交代制

臨床試験 平澤　猛

ホルモン外来 渥美　治世

池田　仁惠 三上　幹男 吉田　浩 平澤　猛 矢坂　美和

町田　弘子 平園　賢一(2,4週）

午前 初診・再診 野上　達也 新井　信 野上　達也 野上　達也 新井　信 新井　信

野上　達也 新井　信 野上　達也 新井　信

（遺伝性腫瘍） 大貫　優子 （がんゲノム） 竹下　啓 （がんゲノム） 大貫　優子 （遺伝性腫瘍） 大貫　優子

（がんゲノム） 後藤　優美子 （遺伝性腫瘍） 楢山　知紗 （遺伝性腫瘍） 運﨑　愛

（他科依頼） 大貫　優子 （遺伝性腫瘍） 運﨑　愛

（他科依頼） 運﨑　愛

（がんゲノム） 後藤　優美子 （神経） 大貫　優子 （出生前診断） 渥美　治世 （出生前診断） 和泉　俊一郎

（がんゲノム） 大貫　優子 （出生前診断） 高橋　千果 （難聴） 大上　麻由里

（出生前診断） 楢山　知紗 （難聴） 大貫　優子

（出生前診断） 泉　顕治

（出生前診断） 篠田　真理（4週）

（小児） 長尾　芳朗（3週）

午前・午後 腫瘍

遺伝子診療科
【完全予約制】

午前 専門外来

午後 専門外来

東洋医学科
午後 再診

伊藤　健二・竹山　和秀・松田　光正・齋藤　啓一郎・瓜本　言哉・姜　卓義・ 山﨑　花衣・小坂　真・野村　準で交代制　（土曜日は午前のみ）

田村　優志 （1.2.3週）

星元　康嵩 （1.3.4週）

太田　嘉英（紹介のみ）

初診・再診

家族計画

太田　嘉英（2・3・4週） 山﨑　浩史（1週）

唐木田　一成（1週）

（口腔顔面痛）　渡邊　友希

（小児女性泌尿器）徳永　正俊（1･3･5週） （前立腺癌局所治療）小路　直

野上　達也（1.3.5週）

宮武　典子（2.4週）

矢坂　美和（化学療法）

（顎顔面外来）（予約のみ）  河野　太郎（予約のみ）

午前

内堀　雅博 （1.3.4.5週）

（レーザー・美容皮膚治療） （顎変形症紹介外来）赤松　正（予約のみ） （レーザー・美容皮膚治療）

 河野　太郎（予約のみ）

太田　嘉英（紹介のみ） 

脳神経内科

午前
再診

午後
再診

脳神経外科 午前・午後
再診

午後 専門外来

麻酔科

再診

初診

腎泌尿器科
午前

再診

産婦人科

午前

形成外科

午前
初診・再診

専門外来

第
５
診
療
セ
ン
タ
ー

角田　洋太郎･大塚　静香（1週）

山本　覚･城田　真唯子（3週）

（赤ちゃんの頭のかたち外来）

  （1.2.4.5週）

  （1.2.4.5週）

歯科口腔外科

東海大学医学部付属病院
〒２５９－１１９３　神奈川県伊勢原市下糟屋１４３　　電話　０４６３（９３）１１２１
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東海大学医学部付属病院診療表【2023年2月1日現在】
休診の場合もございますので、医師指定を希望される場合は、事前にご確認をお願いいたします。

№4

金 土診療科名 時間帯 月 火 水 木

鈴木　康之 鈴木　崇弘 鈴木　崇弘 中川　喜博 鈴木　康之

名村　隆広 竹下　明宏 鈴木　崇弘 滝沢　賢 尾内　宏美 名村　隆広 中川　喜博 斎藤　佑美 宮尾　洋輔 斎藤　佑美 輪番

譚　雪(2.3.4.5週） 高本　勇希 宮尾　洋輔 譚　雪 継　大器 竹下　明宏 滝沢　賢 継　大器 松島　考嗣 吉田　ひかり

内田　真由 高本　勇希 佐藤　恵理 松島　考嗣 猪ノ坂　宗之

（網膜硝子体） 斉藤　信夫（1週） （角膜） 加藤　直子（1週）

（緑内障） 鈴木　康之 （黄斑） 鈴木　崇弘 （小児） 上岡　康雄

（義眼） 高本　勇希(1週) （緑内障） 早川　賢治（2･4週）

（小児） 尾内　宏美 （メディカルレチナ） 緒方　正史（1･3週）

（未熟児網膜症） 中川　喜博

渡辺　雅彦 加藤　裕幸 佐藤　正人 浜橋　恒介 小林　由香 十河　泰之 酒井　大輔 鵜養　拓 内山　善康 檜山　明彦 当番医

丹澤　義一 今井　洸 吉田　進二 岸　達也 野村　慧 服部　伸昭 野口　俊洋 野村　祥 隅山　香織 玉木　美夕

小笠原　頌太 田中　竜実 宗定　大貴 大谷　優斗

脊椎術後外来 骨転移外来   

（外傷・肩） 内山　善康

初診・再診 水野　勝広 笠原　隆 青野　宏治 児玉　三彦 荒巻　晴道 西田　大輔

(筋電図） 水野　勝広 （筋電図） 笠原　隆

(筋電図） 西田　大輔

（ボツリヌス療法） 児玉　三彦 （嚥下造影検査） 担当医 （筋電図） 児玉　三彦 （装具外来） 児玉　三彦 （小児発達） 日原　信彦（1週）

（ボツリヌス療法） 笠原　隆 （筋電図） 来海　壮志 （装具外来） 笠原　隆 （嚥下造影検査） 田中　博（1・3週）

（ボツリヌス療法） 西田　大輔 （筋電図） 田中　政貴（3週） （装具外来） 西田　大輔 （嚥下造影検査） 来海　壮志（2･4週）

（ボツリヌス療法） 来海　壮志 （座位保持装置外来） 西田　大輔（3週） （装具外来） 田中　政貴 （ボツリヌス療法） 児玉　三彦（1･3週）

（ボツリヌス療法） 田中　政貴 （座位保持装置外来） 田中　政貴（3週） （ボツリヌス療法） 笠原　隆（1・3週）

（座位保持装置外来） 来海　壮志(3週） （ボツリヌス療法） 来海　壮志（1･3週）

馬渕　智生 水上　晶子 近藤　章生 徳山　道生 馬渕　智生 松山　孝 近藤　章生 徳山　道生 徳山　道生

川井　麻友

再診 齋藤　麗子 徳山　道生 近藤　章生 清水　知道 清水　知道

（乾癬） 馬渕　智生 （アレルギー） 徳山　道生 （腫瘍・母斑） 近藤　章生（2･4週） （乾癬） 馬渕　智生 （アトピー） 近藤　章生

（乾癬光線） 徳山　道生 （腫瘍・母斑） 加藤　正幸（2･4週） （乾癬光線） 澤村　美穂

（処置） 水上　晶子 （腫瘍・母斑） 清水　知道（2･4週） （褥瘡） 齋藤　麗子（2･4週）

（処置） 川井　麻友

初診(成人) 山本　賢司 齋藤　諒将 牧山　篤 西川　圭太 鈴木　翔子 当番医

初診(児童) 三上　克央 大西　雄一 鍛治　小百合 木本　啓太郎 髙橋　有記 発達専門外来

西川　圭太 増本　慎 山本　賢司 上田　知美 星山　晋太郎 富田　絢 髙橋　有記 小田　暁 牧山　篤 伊丹　寛二 当番医

石山　雄一

再診（児童） 渡邉　己弦 鈴木　翔子 大西　雄一 木本　啓太郎 三上　克央 三上　克央 齋藤　諒将

西川　圭太 中山　智子 （山本　賢司） 福地　由美 高世　駿也 小田　暁 石山　雄一 河合　建 飯島　健介

小田　哲朗 齋藤　諒将 井村　悠己 牧山　篤

渡邉　己弦 高橋　有記 大西　雄一 花輪　球太 鍛治　小百合 大西　雄一 鍛治　小百合 木本　啓太郎 三上　克央 鈴木　翔子

三上　克央 木本　啓太郎

高清水　眞二 鈴木　奈々 鈴木　奈々 馬場　彰泰 今井　仁 高清水　眞二 馬場　彰泰

今井　仁 鈴木　奈々

高清水　眞二 馬場　彰泰 鈴木　奈々 馬場　彰泰 今井　仁 高清水　眞二 馬場　彰泰

今井　仁 鈴木　奈々

消化器内科当番医 高清水　眞二 消化器内科当番医 高清水　眞二 消化器内科当番医 高清水　眞二 消化器内科当番医 今井　仁

澤本　佳奈

婦人科検診 婦人科当番医 婦人科当番医 婦人科当番医 婦人科当番医 婦人科当番医 婦人科当番医

放射線診断

眼底・眼圧 眼科当番医 眼科当番医 眼科当番医 眼科当番医 眼科当番医 眼科当番医

今井　仁 鈴木　奈々 馬場　彰泰 今井　仁 高清水　眞二 椎名　豊 岸本　憲明 山野　光彦 馬場　彰泰 椎名　豊

五十嵐　美穂子 内科当番医 鈴木　奈々 内科当番医 五十嵐　美穂子 内科当番医 松田　百玉 内科当番医

内科当番医

消化器内科当番医

画像診断科当番医 画像診断科当番医 画像診断科当番医 画像診断科当番医 画像診断科当番医 画像診断科当番医

リハビリテーション科

午前
専門外来

午後 専門外来

皮膚科

午前
初診

午後 専門外来

午後 面談
行松　伸成（1･3週）

陰山　泰哉(2・4週）

精神科

午前
再診（成人）

午後

再診(成人)

再診（児童）

健診センター

午前

診察

面談

内視鏡検査
消化器内科当番医

整形外科

午前

初診・再診

眼科

午前

初診

スポーツ外来（脊椎）【予約制】

腫瘍【予約制】（1週）

午後 専門外来

スポーツ外来（下肢） （側弯症）酒井　大輔（1・3週） （腫瘍）丹澤　義一【予約制】

浜橋　恒介【予約制】 （側弯症）檜山　明彦(1･3週) スポーツ外来（上肢）【予約制】

専門外来

（手）小林　由香（1･3週）

初診・再診

佐藤　恵理（2.3.4.5週）

専門外来
（小児）尾内　宏美（1週）

午後 専門外来

竹下　明宏（1週）

宮尾　洋輔(3週）

肩術後外来(１・3週)

東海大学医学部付属病院
〒２５９－１１９３　神奈川県伊勢原市下糟屋１４３　　電話　０４６３（９３）１１２１
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