
医療法人社団 明芳会　横浜旭中央総合病院 　　外来担当医師一覧表
紹介予約

　中尾　聡 （脳） 　川畑　博 （一般） 　西村　圭子 （糖） 　山室　めぐみ （腎）

　佐藤　航太 （一般） 　志々目　修 （呼） 　三田　祐美子 （呼） 　笠原　文子 （糖） 　佐藤　航太※1 （呼）

　久岡　俊彦 　　 （糖・甲） 　清水　紗智 （糖） 　白井　小百合 （腎） 　久岡　俊彦 （糖・甲） 　中村　祐太 （糖） 　白井　小百合（腎）  第1週

　川瀬　譲 　  （脳） 　保坂　宗右　 （脳） 　川瀬　譲 （脳） 　川瀬　譲 （脳） 　足立　朋子 （脳） 　林   孝太郎 （脳）

　齋藤   瑛里 （消） 　竹中　弘二 （消） 　木村　祐 （消） 　浅井　亮平 （消） 　桑野　将史 （一般）

　常勤医 （一般） 　豊田　理雄 （消） 　足立　朋子 （脳） 　名越  温古 （血）

　山中　太郎 （一般） 　大塚　博之 （一般） 　川畑　博 （一般） 　松尾　知彦 （脳）

　安部　崚 （一般） 　西村　圭子 （糖）

　菰淵　瑛美 （一般） 　志々目　修※1 （呼） 　大塚　博之 （一般） 　笠原　文子 （糖）

　清水　紗智 （糖） 　白井　小百合 （腎） 　久岡　俊彦※1　 （糖・甲） 　中村　祐太 （糖） 　　　外来

　吉田　典世 （腎） 　相澤　一貴 （脳） 　松尾　知彦　　　　 （脳） 　相澤　一貴 （脳） 　保坂　宗右 （脳）

　木村　祐 （消） 　髙橋　亮人 （一般） 　浅井　亮平 （消） 　竹中　弘二 （消） 　齋藤   瑛里 （消）

　蒲澤　宣幸 （血） 　佐藤　芳憲 （腎） 　中尾　聡 （脳） 　河上　祐一郎 （一般）

予防接種外来（完全予約制） 　豊田　理雄 （消）

　篠崎   雅人

　五十嵐　 巌

　循環器　休診 　循環器　休診 　篠崎   雅人 ※3完全紹介予約制

　五十嵐　 巌

午前 ○

午後 ○

　渡辺　悠太 　渡辺　悠太 　保崎　一郎 第1週 　入戸野　美紗 　渡辺　悠太 　本多　加奈

　入戸野　美紗 　松本　皆子 　阿部　泰子 第2~4週 　藤田　祥央 　保崎　一郎 第1.4週

　入戸野　美紗 第2週

　阿部　泰子 第3週

*西岡　貴弘　第2.4週

　保崎　一郎 第1週

　阿部　泰子 第2~4週 　渡辺　悠太 　渡辺　悠太 　保崎　一郎 第2週

*藤本　陽子      第3週のみ 　高橋　碧 *渡邉　常樹 第3週 　藤田　祥央 　阿部　泰子 第1.3.4.5週

　吉田　百合香  　※予防接種 *井手　郁 第2.4週 　  ※乳児検診  　完全予約制

         14:00～14:30 　渡辺　悠太 第1~4週          14:00～15:00

  　※予防接種    ※乳児検診   　※予防接種 　  ※予防接種

　　  　16:00～16:30          14:00～15:00          14:00～14:30          16:00～16:30

　相楽　光利 　山野　賢一 　上里　元   平井　隆文 　桑本　博 　山野   賢一   

　鮫島　勇毅 　筒井　廣明 　相楽　光利 　瀬上　和之 　土田　将史

　桑本　博 　清家　直人  　11:00～土田　将史 　遊佐　香名子 　清家　直人 　常勤医

　杉崎　慶三

　鮫島　勇毅 　山野   賢一〈予約制〉 　上里　元 　平井　隆文 　非常勤医

　筒井   廣明※5 　遊佐　香名子

午後 ○

　早稲田　正博 　石田　康男 　便潜血外来 　鈴木　哲太郎

　白畑　敦

　早稲田　正博 　鈴木　哲太郎
（ヘルニア外来） （ヘルニア外来） 　（第1・3・5週）
　ストマ外来（完全予約制） 　重田　孝信

午前 〇 　大山 真有美

午後 〇

　橋本　清利 　橋本　清利 　櫻井　修

　小野田　敏尚 　小野田　敏尚 　橋本　清利

　非常勤医 　小櫃　久仁彦

　吉田　陽一 　山田　  理

　河口　幸江 　二宮　啓彰 　河口　幸江

　佐藤　要 　櫻井　恵梨子 　西川　怜央

　武田　悠輝

　武田　悠輝 　伊藤　華純

　阿久津　美由紀 　阿久津　美由紀 　阿久津　美由紀 　阿久津　美由紀

　榮　  辰介 　榮　  辰介 　榮　  辰介 　非常勤医

  阿久津　美由紀   阿久津　美由紀

　榮　  辰介

　前畑　 賢一郎 　常勤医 　前畑　 賢一郎 　山下　有美

　山下　有美 　常勤医   石谷   敬之   石谷   敬之

　山下　有美   前畑　 賢一郎 　山下　有美

　石谷　敬之   石谷   敬之   石谷   敬之

【受付時間】 午前　８：００～１２：００　　【診療時間】 午前　９：００～
午後１２：３０～１６：３０ 午後１４：００～

令和3年4月1日～

診療科 月 火 水 木 金 土

内          科

午前 ○

 腎臓外来(要問合せ)　第2・4週

　常勤医ローテーション5診

  小田井　剛 （リウマチ） 　骨粗鬆症外来　1・3・5週

　廿楽　裕（一般） 2～5週

午後 ○

  小田井　剛  （リウマチ） ※1 火曜日午後：志々目

睡眠時無呼吸外来※1       水曜日午後：睡眠呼吸

　ボトックス外来

　　　木曜日午後：久岡

　　　金曜日午前：佐藤

  小田井　剛 （リウマチ） 　　　予約患者様のみ

循環器内科

午前 ○ 　佐藤   陽 　宮内   尊徳 　佐藤   陽 　木暮　武仁 　循環器科新患

午後 ○ 　木暮　武仁 　宮内　尊徳

血管外科
　白杉　望 　白杉　望

　白杉　望　（足むくみ外来）

小   児   科

午前

午後

火・木・金曜日の、小児科午後の外来診療は、予防接種・乳児健診が終了次第開始となります。 *注 水曜日午後：井手

     15：00から診察開始

※乳児健診・予防接種

整 形 外 科

午前 ○ 　高木　博  11:00まで

午後
※5火曜日午後：筒井　

　　15：30以降変更の場合あり

形 成 外 科
午前 ○ 　平田　佳史 　堀　まゆ子　11:00まで 　伊藤　芳憲　11:00まで 　平田　佳史

　乳房再建外来※完全予約制

　常勤医 　堀　まゆ子

○

　大山 真有美
　(呼吸器外科含む) 　山田　沙季 　白畑　敦　（診察は10：30から）

午後 ○

　前田　知世

　佐藤　良平   関    晧生

　常勤医

　田中　茉里子 　筋師　健 　重田　孝信　 　高梨　秀一郎

　常勤医
　筋師　健 　奈良原　 裕(血管) 

呼吸器外科

外          科

午前

乳腺外科

午前 〇
　櫻井　修　1・3・5週

　小野田　敏尚
　乳腺外科医師2・4週 　阿部　江利子

午後 検査 検査／手術 手術 検査

脳神経外科

午前 　小櫃　久仁彦 　吉田　陽一 　堀江　政宏   常勤医ローテーション

午後 　吉田　陽一 　非常勤医 　吉田　陽一 　堀江　政宏 　山田　  理

耳鼻咽喉科

午前
　佐久間　巴 　宮川　浩子

　山下　凱 　小倉　千佳

午後
　補聴器外来（完全予約制） 　補聴器外来（完全予約制）

　山下　凱 　西川　怜央
　松浦　省己

眼          科

午前 　榮　  辰介 検　査

午後 　榮　  辰介 検　査

婦  人  科

午前 　前畑　 賢一郎 　常勤医

午後 　山下　有美   前畑　 賢一郎

　高野　 哲三（完全予約制）

泌 尿 器 科

午前 ○ 　高野　 哲三 　高野　 哲三

　西沢　春彦

　田中 　宏樹 　高野　 哲三 　非常勤医交代制

午後 ○ 　高野　 哲三 　高野　 哲三

　末木　博彦 　西沢　春彦 　西沢　春彦

皮   膚   科

午前 　西沢　春彦 　末木　博彦 　西沢　春彦

〒241-0801　神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
                  TEL：045-921-6111（代表）　　
紹介状お持ちの方は、地域医療連携室で予約を承ります（上記項目のみ）    TEL：045-921-6115　FAX：045-921-7793（受付時間 8：30～17：30）

　ペースメーカー外来※3 睡眠時無呼吸外来※3

　西沢　春彦 　西沢　春彦

午後 　西沢　春彦


