
森尾　比呂志
（総合・内分泌）

山本　翔
（ﾘｳﾏﾁ・ｱﾚﾙｷﾞ-）

交代制
森尾　比呂志

（総合・内分泌）
平栗　雅樹

（ﾘｳﾏﾁ・ｱﾚﾙｷﾞ-）

　須田　博之
（糖尿病）

太田　有紀
（糖尿病）

寺田　二郎
（呼吸器）

横田　雅也
（ﾘｳﾏﾁ・ｱﾚﾙｷﾞ-）

越川　謙
（呼吸器）

倉本　充彦
（腎）

平山　浩一（腎）

血液腫瘍科/腫瘍内科 新井　宏典 青墳　信之 宇津　欣和 木村（血液）/  増田（血液）
交代制

消化器内科 鹿島　励 万代　恭史 若松　徹 福田　和司 安井　伸

循環器内科 青木　康大 松岡　孝明 大野　祐司 山田　興 橋口　直貴

呼吸器内科 寺田　二郎 多田　裕司 【午前】藤川【午後】若林 今井　俊 【午後】松澤康雄

田邉　裕也 【午前】松岡孝明

橋口　直貴 【午後】青木康大

【午前】宇津欣和 増田　真一 加藤　怜

木村　賢司 新井　宏典 桐戸　敬介 増田　真一

久松　春佳 【午前】田中一典・【午後】磯貝 【午後】青墳信之 新井宏典（隔週午後） 宇津　欣和

【午前】下地園子 【午前】津島隆史 松井　愼一郎

総合内科 森尾　比呂志

鹿島　励

平栗　雅樹 柳沢　孝夫

【午前】横田雅也 川島　広稔

【午前】太田有紀

【午後】橘香穂里

【午前】橘香穂里

【午後】太田有紀

内分泌代謝内科 【14:00～】蓮沼桂司 【14:00～】蓮沼桂司

感染症外来 交代制 交代制

喘息外来 【14:00～】岩本逸夫

LTFU外来 【午後】交代制

植木　英亮 五十嵐　俊次 角南　勝介 野口　靖 五十嵐　俊次

櫻井　彩子 清宮　伸代 野口　靖 植木　英亮 池田　弘之

高橋　聡子 土持　太一郎 池田　弘之 櫻井　彩子 木川　崇

矢野　瑞季 間浦　奈央子 土持　太一郎 山内　鴻志

交代制 根本　孟 堀　裕太 坂田　裕香 内分泌外来

（循環器）東京女子医大

（新生児）戸石悟司

（LTFU外来）交代制 （新生児）太田康博

（LTFU外来）交代制 （予防接種）交代制

（神経）間浦奈央子

田村　光至 小澤由希子 並木　暢大 古川（ふるかわ）彰吾 吉川　由利子
並木　暢大 吉川　由利子 古川（ふるかわ）彰吾 田村　光至 小澤　由希子

特殊外来（予約制） 【13:30～】吉川由利子

【第1】山﨑あずさ 【第1・3】佐藤茂樹 【第1・5】藤原正太郎

【第2・3】齋賀孝久 【第2・４・5】赤田弘一  【第2・4】 小池香

【第4・5】齋藤　保  【第3】 山﨑あずさ

赤田　弘一 佐藤　茂樹 斎賀　孝久 佐藤　茂樹 赤田　弘一

小池　香 山﨑　あずさ 小池   香 斎賀　孝久 【14:00～】竹内澄子

【午前】竹内　澄子 【13:30～14:00】赤田弘一 【午前】藤原【午後】山﨑 【午前】   齋藤　保

 【午後】   齋藤　保 【14:00～】　藤原正太郎 【13:30～】 竹内澄子 【午後】小池/斎賀

休診 藤井　りか 江澤　里花子 木島　正人 佐野　誠

【13:30～15:00】
竹内　澄子

麻酔科
　診療は「院内術前患者」のみとなります。4/1～・火～金　10：00～16：00に拡大　当面15：00まで

脳神経内科
初診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

再診

精神神経科

初診

　初診の診療受付は「１日４人まで」とさせていただいております。

休診 休診

再診

（神経）
【第２･４】藤井克則

（腎臓）
【第2】鈴木 繁

（新生児）
須藤　千晴

（循環器）
池田　弘之

（アレルギー）
【第1･3】松山剛

小児科

初診
再診

　原則として、対象年齢は「満21歳未満」とさせていただいております。

再診(午後)
特殊外来

（予約制）

（乳児健診）
交代制

（予防接種）
交代制

（血 液）高橋 聡子 （血液）
五十嵐　俊次

野口　靖
植木　英亮

土持　太一郎
寺田　和樹

（血 液）
櫻井　彩子
木川　崇

腎臓内科
田中俊久
四宮　翼

田中　俊久 倉本　充彦

糖尿病・内分泌代謝
内科

橘　香穂里
横山　三尚

橘　香穂里
 

（甲状腺内分泌専門）
横山三尚

須田　博之

【午前】宮林　諒
【午前】横山三尚

（甲状腺内分泌専門）
【午後】横山三尚

消化器内科
髙田　知明
若松　徹

福田　和司 安井　伸 万代　恭史

リウマチ・アレル
ギー内科

平栗　雅樹 栗原俊二郎 福田　匡志

内科

初診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

再診

循環器内科 千葉大　近藤祐介 山田　興 大野　祐司

血液腫瘍科/腫瘍内
科

青墳　信之

・各専門外来、特殊外来は予約制です。
・都合により、医師が変更となる可能性があります。
・変更が生じた診療科名および変更箇所は、黄色で表示しています。
・「／」で区切られている箇所は、医師が週毎の交代制であることを示しています。
・臨時休診につきましては、ホームページまたはお電話にてご確認ください。

診療科 初診･再診 診療科等 月 火 水 木 金

　　　　 外　来　担　当　医　表
診療受付時間　８：３０～１１：００ 診療開始時間  ９：００～

      （但し、「自動再来機」による再診受付は７：３０開始です。） 　※ 小児外科は　１４：００～
　　 形成外科は　１３：３０～　です。※ 小児外科と形成外科は　８：３０～１５：３０　です。
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5診 横山　航也 西谷（1・3・5）伊藤（2・4） 米浦　直子 中田　泰幸 清水　公雄

1診 尾内　康英 小川　清 尾内　康英 石井　隆之

2診 清水　善明 岡田淑

3診 西谷　慶 近藤　英介 伊藤　勝彦 化学療法

4診 中田　泰幸 伊藤（1・3・5）西谷（2・4） 清水　公雄 米浦　直子 横山　航也
【午後】日置翔太 【午後】手嶋大清 【午後】中谷恵理香

尾内　康英 尾内　康英 尾内　康英
岡田淑

齊藤　理 齊藤　理 石井　隆之 齊藤　理 石井　隆之

【第1･3・5】府川泰輔

(膝･ｽﾎﾟｰﾂ)

【第2･4】星　裕子(膝･ｽﾎﾟｰﾂ)

府川泰輔(膝･ｽﾎﾟｰﾂ) 府川泰輔(膝･ｽﾎﾟｰﾂ) 萬納寺 誓人(脊椎･脊髄) 三浦道明(股関節) 沖松　翔
星　裕子(膝･ｽﾎﾟｰﾂ) 梅田　涼 沖松　翔 喜多恒次(脊椎･脊髄) 板寺英一(手･上肢)

濵野　寛之 鈴木　健司 星　裕子(膝･ｽﾎﾟｰﾂ) 濵野　寛之 萬納寺　誓人(脊椎･脊髄)

板寺英一(手･上肢) 喜多恒次(脊椎･脊髄) 河野　真奈実 川口　佳邦(膝･ｽﾎﾟｰﾂ) 川口佳邦(膝･ｽﾎﾟｰﾂ)

佐々木　徹 板寺英一(手･上肢)

足立　明彦 中村　道夫 加藤　誠 宮﨑　格 柴橋　博之
横山　大騎 足立　広祐 坂田　万里奈 米山サーネキー智子

午後 休診 武之内　史子 休診 休診 休診
澁谷　潔 澁谷　潔 澁谷　潔

堀尾　譲治 石橋　史博 石橋　史博
渡邊　裕之 渡邊　裕之
大津　正義 大津　正義

林　幸雄 林　幸雄 林　幸雄 林　幸雄 林　幸雄
武内　新 武内　新 武内　新 武内　新 武内　新

【午後】大学医師 【午後】大学医師

岡田　淳一 【午前】磯部公一

町田　南海男 町田南海男

根本　俊光 松島　可奈 根本　俊光 松島　可奈
平野　美聡 三田　恭義 三田　恭義 交代制
黒崎　元良 木村　健太郎 松島　可奈 松山　浩之

白戸　勝 白戸　勝 【午後】白戸　勝 白戸　勝
熊谷　健 熊谷　健 熊谷　健 熊谷　健

渡部　美博 渡部　美博 渡部　美博 【午前】渡部美博

橋本　隆介 橋本　隆介 【午前】橋本隆介 橋本　隆介
西方　紀子 小幡　新太郎 向山　文貴 塙　真輔 佐藤　史朗

山ノ内　美紀 海野　洋一 塙　真輔 海野　洋一 真田　道大
交代制 真田　道大 佐藤　史朗 西方　紀子 交代制
交代制 向山　文貴 山ノ内　美紀 渋井　亮介 小幡　新太郎

細木　茂 宮内　武弥 大木　健正 中西　雄亮 吉田　一樹
岩井　純平 井内　駿太朗 宮内　武弥

細木　茂or宮内武弥 大木　健正 大木　健正

再診

山ノ内　美紀 佐藤　史朗 海野　洋一

泌尿器科
初診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

宮内　武弥 大木　健正

産婦人科
初診再診
(午前)

婦人科

産科

再診(午後) KSP

耳鼻咽喉科 初診・再診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

休診

眼　科 初診・再診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

放射線科 初診・再診 町田　南海男 【午前】岡田　淳一
　　　　久松　春佳 町田　南海男

太田　梓 浦﨑　智恵 猪爪　隆史

歯科口腔外科 初診・再診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

皮膚科 初診・再診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

栗田　遼二 栗田　遼二

休診

栗田　遼二 太田　梓
太田　梓

加賀美聡子 第1加賀美・辛
第２・４加地・辛

第３・５加地・加賀美

加賀美聡子

加地竜士 加地竜士14：30～
足難治性皮膚潰瘍外来

休診

形成外科 初診・再診

　診療受付時間は「８：３０～１５：３０」です。診療開始時間は「１３：３０～」です。

辛　路徳

休診

千葉大医師

休診

辛　路徳

呼吸器外科 初診・再診 休診 休診

心臓血管外科 初診・再診 休診 休診

脳神経外科 初診・再診

小児外科 初診・再診
　診療受付時間は「８：３０～１５：３０」です。診療開始時間は「１４：００～」です。

小泉　渉　  板橋　孝
第2村田(筋電図)　第4落合（肩外来） 【第1･3・5】府川泰輔

再診
午前

【第1・3】鈴木健司
【第2・4・5】三浦道明

（股関節）

【第2･4･5】鈴木健司
【第1･3】佐々木　徹

【第1・3・5】梅田涼
【第2・4】河野真奈実

午後 三浦　道明

緩和診療科 初診・再診
　完全予約制です。診療時間は「１３：００～１５：００」です。

整形外科

初診

　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

喜多　恒次
（脊椎･脊髄）

萬納寺　誓人
(脊椎･脊髄)

川口　佳邦
(膝･ｽﾎﾟｰﾂ)

第１府川・第2沖松
第３星・第4三浦

第5 鈴木健司

水 木 金

外　科

初診
　完全紹介制です。診療は紹介患者のみとなります。

再診

　完全予約制です。診療時間は「１３：３０～１６：００」です。

乳腺外来

診療科 初診･再診 診療科等 月 火

〒 286-8523 千葉県成田市飯田町90-1

☎ 0476-22-2311（代表）
http://www.narita.jrc.or.jp/
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