
区分 水 木 金 備  考
1 倉沢  史門（腎） 都筑  正美 (女)(乳) (循)循環器  (消）消化器 （呼)呼吸器 

2 大野 智彬（神） 櫻澤   誠 (神) フットケア/透析予防 (神)神経  (内)内分泌  (腎)腎臓 

3 中島　彩瀬（内） 髙橋  ゆい (内) 川久保 充裕(内) (女)－女性外来  (乳)－乳腺ドック 

4 長谷川太作(消) 大矢  和広(消) 浅井　清也(消)

5 近藤  紘司(消) 玉腰　丈博(消) 長谷川 太作(消) 腎臓病 (水）倉沢  史門 9時30分～

6 田中  俊郎(循) 山田　修司（循） 杉山　大介（循） 腎臓病 (月）横井　順平  9時30分～

7 西山　軼群（循) 子安  正純 (循) 湯淺  大祐(循) 血液内科（金）横田　裕史13時30分～

8 金子  伸之(呼) 血液内科（火）藤原　慎二 13時30分～

9 大野  城二(呼) 近藤　友喜(呼） 井上　敬浩(呼） 膠原病  （水）大竹　智子　13時～

午後 大竹　智子(膠) 齋藤　誠(循) 横田/道祖田 膠原病 (金)道祖田　直紀 14時～  

1 野田  士園 和田  応樹(乳) 野田  士園（初） (乳)－乳腺

2 稲垣  公太(初） 禰宜田  政隆 稲垣　公太 ストーマ外来（午後）予約制

3 原田　泰輔 藤竹  信一(初) 荘加 　道太

血管外科 午後 山名 孝治(心臓） 血管外科 心臓血管外科(火)14時～  (水)15時～ 

午前 血管外科(木)小林昌義・佐藤俊充14時～

午後 呼吸器外科（火)9時～     14時～

形成外科 午前 木内  達也 休診 守屋　光 第1・第3（木)14時～レーザー外来  

1 尾市  誠 尾市  誠 尾市 　誠 ※１ 秋山 真志 １回/月 9時～

2 武市  拓也 杉浦  一充        5/19( 金 ）

午後  ※2 学童診  ※1 特診 ※2 学童診 (水)  16時 ・16時30分

午前 馬嶋  剛 休診 梶川　 圭史 午前は9時～   

午後 午後は14時30分～

1 横江  敏雄 野田   篤 野田   篤 脳ドック (月) (金) 　野田  篤

2 加野　貴久 太田　圭祐    13時30分・14時

予約外 森岡　 優 横山　侑哉 森岡 　優 いびき外来　毎日　9時～

予約 田中  宏明 森岡　優 田中　 宏明

三井　洋明 寺澤　慧 　　犬飼 規夫

岸本　賢治 三井　洋明 寺澤　慧

寺澤　慧 犬飼  規夫 伊藤  里奈

※1川島　至 第2・4（月）13時～

※2小口　武　第1・3（水）13時～

義肢・装具 義肢・装具 ※3 関節鏡外来 

午後 ※2 齋藤  晴彦 ※3 犬飼  規夫 第2・4(金)14時～

1 馬庭  浩子 宮島　雄二 井上　幹大小児外科 ※3 中森 美津子 (発達)  (月)

2 岩瀬  一弘 交替 ※4 齋藤 万里子(神経)  (水) 10時～

3 ※4 齋藤  万里子    今橋 寿代  (療育)  第1・3・5 (水)

※1 アレルギー  一般診 一般診 一般診 ※1 馬庭 浩子    ※2 岩瀬一弘 

3 岩田  恵美(再）  代務医師(初） 岩田 　恵美（初）

5 井岡　大樹 (初） 井岡　大樹 (初） 井岡　大樹 (再）

3 ※2 斜弱視 ※1 都築  欣一 第4 (月) 13時30分～

5 井岡　大樹 (再） ※2 岩田  恵美  (金) 15時～

産婦人科 午前 1 前田  修 松澤  克治 前田　修 (火)9時30分～    (木）9時00分～

午前 1 川崖  拓史 中川  実 川崖 　拓史 初診は完全予約制

午後 川崖(特殊外来)    公認心理師 川崖 真知 

リニアック (放射線治療) 江部　和勇 江部　和勇 　江部・伊藤　 (金）伊藤 善之　午後～

高井  勝文 高井  勝文 高井　 勝文 放射線オーダのRT依頼より(放射線治療)

リハビリ 午前 午後 松本一年・齋藤晴彦 松本一年・齋藤晴彦 松本一年・齋藤晴彦

・担当医の休診及び急な変更等もございますのでご了承ください。 ・太文字色塗りは変更箇所です

・紹介患者は地域医療連携室のご利用をお願い致します。   ・初診・予約以外の受付時間は、午前8：30～11：00迄です。

午前

放射線科

フットケア（第1.3）透析予防（第2.4）予約制

内科

松本一年・齋藤晴彦 松本一年・齋藤晴彦

江部　和勇 江部　和勇

高井  勝文 高井  勝文診断・IVR外来

前田  修 新美  薫

精神科
川崖  拓史

川崖(特殊外来)

岩田  恵美(再） 岩田  恵美(初）

井岡　大樹 (初） 井岡　大樹(再）

午後
井岡　大樹(再）

※3 中森  美津子

午前

眼科

岸本　賢治

※1斜弱視 岩田  恵美(再）

小児科

午前

馬庭  浩子

岩瀬  一弘 岩瀬  一弘

午後
※2 乳児健診

 予防接種

  犬飼 第1・3・5
伊藤 第2・4

岸本 第1・3・5
三井 第2・4

整形外科

午前

予約外
岸本　賢治 伊藤  里奈

寺澤　慧

予約

犬飼  規夫 三井  洋明

※1 齋藤　晴彦

義肢・装具

耳鼻咽喉科 午前
田中  宏明 長谷川  雅俊

森岡  優 田中  宏明

泌尿器科
村松　知昭 休診

脳神経外科 午前
野田   篤

布施　佑太郎

大岡  史治

片岡　弘匡

 梶川  圭史

皮膚科
午前

尾市  誠 尾市  誠

杉浦　美月 有馬  豪

水元　亨(心臓）

神谷  勲

木内  達也  守屋　光

呼吸器外科
今村　由人

髙橋  ゆい (内) 川久保 充裕 (内)

大矢  和広(消)

禰宜田  政隆 荘加  道太(初）

原田　泰輔（初） 藤竹  信一

大野  城二(呼)池田　安紀(呼)

都筑  正美 (女)(乳)

玉腰　丈博(消) 長谷川 太作(消)

               西尾市民病院 診療担当医表 2023年5月
月 火

横井　順平 (腎)

櫻澤  誠 (神)

近藤　紘司(消) 藤原　慎二(血)

田中  俊郎(循) 西山　軼群(循）

子安  正純 (循) 湯淺  大祐(循)

金子  伸之(呼) 森　裕太(呼）

浅井　清也(消)

徳井  啓介 (神)

外科 午前

和田  応樹(乳)


