
◎部長   ○副部長　□センター長

総合診療内科   武岡　裕文（1，3週）

血 液 内 科 ◎ 井上　靖之　◎ 井上　靖之 医員交代制 医員交代制 神野　正敏 神野　正敏 瀧本　円 瀧本　円 ◎ 井上　靖之　

<再来予約のみ>

リウマチ・ 浅利　佑紗 後藤 由多加 医員交代制 後藤 由多加 後藤 由多加 ◎ 杉原　毅彦 ◎ 杉原　毅彦 ◎ 杉原　毅彦 ◎ 杉原　毅彦 ◎ 杉原　毅彦 後藤 由多加

膠原病内科 大矢　直子 山前　正臣

腎臓・高血圧内科 医員交代制 （ＰＤ外来） ◎ 今井　直彦 堀内　ゆか 町田　慎治 〇 松井　勝臣 町田　慎治 ◎ 今井　直彦 （ＰＤ外来） ◎ 今井　直彦

〇 松井　勝臣 〇 松井　勝臣

（ＰＤ外来） （ＰＤ外来） （ＰＤ外来）

町田　慎治 〇 松井　勝臣 〇 松井　勝臣 牧野内　龍一郎 〇 松井　勝臣

（第3,5週）

消化器内科 〇 高橋　秀明 ◎ 松本　伸行 ◎ 松本　伸行 吉田　良仁 公文　大輔 〇 高橋　秀明 〇 高橋　秀明 〇 高橋　秀明 医員交代制

◎ 黒木 優一郎 佐藤　明 得平　卓也 得平　卓也 ◎ 黒木 優一郎

≪炎症性腸疾患外来≫ ≪大腸がん外来≫ ≪炎症性腸疾患外来≫

≪大腸がん外来≫ 公文　大輔 ≪大腸がん外来≫

（1/4休）

(初診) (初診) (初診) (初診) (初診）

◎ 松本　伸行 得平　卓也 ◎ 松本　伸行 ◎ 松本　伸行 見原　雄貴

循環器内科 ◎ 松田　央郎 笠原 みづほ □ 水野　幸一 山﨑　浩史 ☐ 水野　幸一 水越　慶 三上　大志 中西　亨 ◎ 松田　央郎 古藤　弾　

（2週）

◎ 松田　央郎 水越　慶

呼吸器内科 粒来　崇博 粒来　崇博 ◎ 駒瀬　裕子 ◎ 駒瀬　裕子 大山 バク 大山　バク 〇 檜田　直也 〇 檜田　直也 ◎ 駒瀬　裕子 ◎ 駒瀬　裕子 田中　智士(2週)

山口　裕礼 大山 バク（4週)

代謝・内分泌内科 ◎ 方波見 卓行 長坂　智裕 ◎ 方波見 卓行 清水　紗智 山本 雄太郎 竹本　彩夏

脳神経内科 ◎ 大島　淳 ◎ 大島　淳 ◎ 大島　淳 ◎ 大島　淳 原　大祐 原　大祐 田中　啓太 田中　啓太 赤松　真志 赤松　真志 ◎ 大島　淳

(両立支援外来)(1/24)
医員交代制 原　大祐

神経精神科 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 瀬下　翔也 瀬下　翔也 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 ◎ 菅原　一晃 医員交代制

鈴木　洋平 鈴木　洋平 （1/31休） （1/31休） 長谷川　浩 鈴木　洋平 （1/12休） 鈴木　洋平 鈴木　洋平

瀬下　翔也 瀬下　翔也 鈴木　洋平 鈴木　洋平 瀬下　翔也 鈴木　洋平 瀬下　翔也 瀬下　翔也

赤羽　彩 赤羽　彩 赤羽　彩 赤羽　彩 赤羽　彩 瀬下　翔也 赤羽　彩 赤羽　彩

赤羽　彩

小児科 森　美佳 〇 山下　敦己 （心臓外来） 山本　寿子 森　美佳 〇 山下　敦己 （予防接種） 〇 山下　敦己（2週）

（新生児） 大串 健一郎 伊東　祐順 大出　創 中野 茉莉恵 小黒　詩織 大串 健一郎 大串 健一郎 大出　創 医員交代制 小黒　詩織（2週）

(第4,5週） (1,2,3週) 岩川　雅彦 曽根田　瞬 小黒　詩織 森　美佳（4週）

笹本　優佳 大出　創（4週）

（神経外来） 鳥飼　美穂 〇 山下　敦己 岩川　雅彦（4週）

山本　寿子 （3週） 森　美佳

瀧　正志

（乳児健診） （神経外来）

山本　寿子

消化器・一般外科 ◎□ 内藤　正規 ◎□ 内藤　正規 根岸　宏行 國場　幸均 菊地　悠輔 勝又　健太 医員交代制

臼井　創大 天野　優希 大島　隆一

心 臓 血 管 外 科 鈴木　寛俊 ◎ 小林　俊也 ◎ 小林　俊也 富本　大潤 富本　大潤

小児外科 （手術日） 検査日 川口　拓哉 手術日 ◎ 脇坂　宗親 手術日 手術日 ◎ 脇坂　宗親

◎ 脇坂　宗親 川口　拓哉

川口　拓哉

脳神経外科 □ 小野寺 英孝 中山　博文 ◎ 中村　歩希 ◎ 中村　歩希 中山　博文 □ 小野寺 英孝

完全予約

整形外科 〇 武居　功 有本　竜也 大野　真弘 小山　亮太 ◎ 原口　直樹

（脊椎外来) 秀島　貴博 本村　悠真（1,3週） 尾崎　裕亮 医員交代制

飯沼　雅央 (初診) 佐藤 健太郎（2,4週） （1/20休)

(初診) 佐藤 健太郎(1,3,5週) (初診) (初診) (初診)

小山　亮太 本村　悠真（2,4週） ◎ 原口　直樹 秀島　貴博 〇 武居　功

尾崎　裕亮 （脊椎外来) 有本　竜也 大野　真弘

飯沼　雅央

＜休　診＞

<4週緊急のみ>

<　休診　>

＜休　診＞ ＜休　診＞ ＜休　診＞

（初診外来）

（1/10予約のみ）

（頭痛外来）

（周産期外来） （内分泌外来）

＜原則再診のみ＞

（周産期外来）

（1か月健診）

＜休　診＞

化学療法・輸血

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
2023年１月　外来担当医表

〒241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1
tel : 045-366-1111　fax：045-366-1172
https://seibu.marianna-u.ac.jp/

火 水 木 金 土

午前 午後(予約） 午前 午後(予約） 午前

月

午前 午後(予約） 午前 午後(予約） 午前 午後(予約）

2022年12月27日

＜予約のみ＞

牧野内 龍一郎

（バスキュラーアクセス外来）

< 休診　>

（PD外来）
(バスキュラーアクセス外来)

（デバイス外来）

（シナジス外来）

　《心理相談》　松澤　嘉子 《発達テスト》　白井　千代

(脊髄外科外来)

(初診)

（新生児外科外来）

（1/17休）

（血栓止血外来）

　＜大腸肛門疾患専門外来＞

矢吹　由香里

医員交代制

(スポーツ脳震盪外来)

（脳血管内手術外来） (脊髄外科外来)

《手　術　日》 《手　術　日》 ＜休　診＞

＜炎症性腸疾患外来＞

≪乳腺内分泌外来≫ ≪乳腺内分泌外来≫
（完全予約制） （完全予約制）

矢吹　由香里

<大腸肛門疾患外来> <大腸肛門疾患外来>

　《心理相談》　松澤　嘉子

＜呼吸器外科外来＞

　＜大腸がん外来＞ ＜大腸がん外来＞ <大腸がん外来> （1，3週 ）



形成外科 〇 岩本　承豪 神川 真由子 （外来手術） 〇 岩本　承豪 〇 岩本　承豪 (2,4週)

神川 真由子 岡田　孝司 （2週）

岡田　孝司 神川 真由子 (4週)
(1,3週）

皮膚科 ◎ 村上 富美子 ◎ 村上 富美子 （外来手術） 望月　俊彦 ◎ 村上 富美子 望月　俊彦 医員交代制

大庭　慎也 望月　俊彦 大庭　慎也 大庭　慎也

望月　俊彦

大庭　慎也

泌尿器科 佐藤　好嗣 （検査） 関口　善吉 関口　善吉 医員交代制

医員交代制 薄場　渉 薄場　渉 （1/6休）
松村　かおり 佐藤　好嗣

松村　かおり

産婦人科 （初診） （腫瘍）

原田　賢 飯田　智博 平間　千尋 ◎☐ 仲村　将光 安藤　歩 医員交代制

(3,5週)

〇 田村　みどり

（2,4週）

（産科） （産科） （産科） （産科） （産科）

平間　千尋 安藤　歩 ◎☐ 仲村　将光 （子宮鏡外来） 原田　賢 佐治　正太

（再診） （再診） （再診） （再診） （再診）

河津　理 北村　卓也 佐治　正太 河津　理 北村　卓也

眼科 渡邉　昂大 四方田　涼 ◎ 荒川　明 ◎ 荒川　明 畑　真由美 医員交代制

戎谷　さくら 戎谷　さくら 渡邉　昂大 四方田　涼 渡邉　昂大

高橋　晃太 高橋　晃太 戎谷　さくら(1,3週) 畑　真由美 高橋　晃太

伊勢ノ海　一之

（2,4週）

（手術） （手術） （手術）

耳鼻咽喉科 ◎□ 瀬尾　徹 中村　学 （めまい外来） 岡野　洋平 ◎□ 瀬尾　徹 佐藤　成樹 医員交代制 医員交代制

（1/16休） 釼持　新 ◎□ 瀬尾　徹 釼持　新 （1/19休） （2,4週）

中村　学 （2,4週） 岡野　洋平

釼持　新 （手術）

健康管理部 ◎ 駒瀬　裕子 佐藤　明 田口　芳雄 武者　春樹 佐藤　明 　 佐藤　明 永納　和子

（2,4週）

◎ 駒瀬　裕子

午後(予約） 午前 午後(予約） 午前 午後(予約） 午前 午後(予約） 午前

月 火 水 木 金 土

午前 午後(予約） 午前

(初診) （産褥） (初診)  （腫瘍） (初診)  

（外来手術） 《手　術　日》 《手　術　日》 （外来手術）

手術室 手術室

（外来手術） （外来手術） （中央手術） （外来手術）

手術室 手術室

(検査) 《手　術　日》 (検査）

(初診)  

手術室 手術室

（特殊検査外来） （手術　ＮＩＣＵ）

（禁煙外来）

≪初診受付時間≫
　平日、第2・4・5土曜日 午前8時30分〜11時　（科により一部異なります）

≪　休　診　日　≫
　日曜日、国民の祝日、土曜日（第１・第3）
　10月第2土曜日（開学記念日の休日）、年末年始（12月29日～1月3日）
　※2022年（令和4年）のみ10月8日（第2土曜日）は通常診療、11月26日（土）が休診となります

お電話でのお問い合わせはこちら
☎　045-366-1111 (代表)

(初診)  (胎児精密超音波）

（胎児精密超音波）

（特殊検査外来） （特殊検査外来）

（手術　ＮＩＣＵ）

（特殊検査外来）

（手術）（検査） （検査）

（2,4週）

手術日のため （手術）


