
静岡赤十字病院　2020年 3月診療予定表 ※診療予定が変更になることがあります。最新情報は当院のホームページをご覧いただくか、各科外来にご確認ください

初診 松本　朋美 日鼻　瑛 坂口　知広 ◎ 池上　良 森田　洋平

再診1 坂口　知広 ☆
久保田 英司
（腎臓内科）

松本　朋美

再診2 ◎ 池上　良
森田　洋平

（10：00～11:00）
松本　拓也 ☆

久保田 英司
（腎臓内科）

再診3 ○ 大岩　孝子

◎ 村上　雅子 平原　直子 ◎ 村上　雅子 ◎ 村上　雅子 ◎ 村上　雅子

平原　直子
平原　直子

（甲状腺のみ）

午　後 ◎ 村上　雅子

午　前 ◎ 小原澤　英之 ◎ 田口　淳 ◎ 小原澤　英之 ◎ 田口　淳

午　後 ◎ 小原澤　英之 ◎ 田口　淳 ◎ 小原澤　英之

午　前 ○ 村松　瑞穂 ◎ 曽我　隆義 ◎ 曽我　隆義 ○ 村松　瑞穂

午　後 田中　大喜

初診 ◎ 芹澤　正博 交代制 ◎ 今井　昇 ◇交替制 ○ 八木　宣泰

再診1 ◎ 今井　昇 ◎ 今井　昇 中川　裕亮 交代制

再診2 ◎ 小西　高志 ○ 八木　宣泰 ◎ 芹澤　正博 ◎ 芹澤　正博 ◎ 小西　高志

森田　雅子　（第1）
遠藤　慶成（第2・4）

2診 ◎ 松田　宏幸 藤田　総文 森谷　春佳 藤田　総文

3診 森田　雅子

1診 ◎ 魚谷　貴洋 諏訪　哲也 ◎ 魚谷　貴洋 乾　航

2診 森谷　晋  

午　後 ◎
ピロリ菌外来
（担当：川田）

初診 ◎ 小山田　和弘 大杉　昌史 ◎ 小山田　和弘 金子　裕太郎 慶應医師

再診 ◎ 小山田　和弘 内田　剛敬

初診 篠原　尚美 〇 大河原 一郎 ◎ 西澤　和倫 篠原　尚美 ◎ 西澤　和倫

再診 ◎ 西澤　和倫 ○ 大河原 一郎 ◎ 西澤　和倫

午　後 ◎ 西澤和倫（11日）　

初診 ○ 熱田　幸司 ◎ 中山　隆盛 ○ 安藤　崇史 ○ 安藤　崇史 ○ 熱田　幸司

再診1 林　応典
菊池　雅之

（乳腺） 交代制

再診2 交代制 交代制
宮部　理香

（乳腺・甲状腺）

再診3
宮部　理香

（乳腺・甲状腺）

午　後 ★ 磯部　潔

午　前 白石　好
安達　光生

（9：30～11：00）

午　後 白石　好 安達　光生

田中　朋陽（第１）
安田　明正（第2・4）

再診 武田　和樹 中根　弘孝 ○ 安田　明正 岡田　善史 佐藤　雅洋

脊椎センター ☆
小川　潤

（10：30～12：30）
☆

小川　潤
（8：30～9：00）

○
篠﨑　義雄

（8：30～9：00）
☆

小川　潤
（8：30～9：00）

股関節・人工
関節センター ◎ 西脇　徹

司馬　洋 ○ 篠﨑　義雄 ◎ 野々宮　廣章 田中 朋陽 整形医師

松本　侑樹 永井　聡太

　　静岡赤十字病院　：　〒420-0853　静岡市葵区追手町8番2号  TEL　054-254-4311　（代表）  ※ 地域医療連携課　（受付時間　8:15～19:00）

★院長、☆副院長、◎部長、○副部長、　　　　　女性医師

整形外科

午　前

初診 永井　聡太 岡田　善史 佐藤　雅洋 松本　侑樹

◇脊椎センター
 予約患者のみとなります
 初診時は紹介が必要です（地域医療連携課にて事前に予約をお取りください）

◇股関節・人工関節センター
 予約患者のみとなります
 初診時は紹介が必要です（地域医療連携課にて事前に予約をお取りください）

午　後

外　科
消化器外科

午　前
◇水曜日　宮部理香医師は完全予約制です
◇木曜日　宮部理香医師・菊池雅之医師は完全予約制です
◆ニコチン依存症外来
　★磯部潔医師（火）13：00～14：00　外科外来
　※受診中の方は各受診科にてご相談ください

がん支持療法・緩和ケア科

脳神経内科 午　前
◇初診は紹介患者優先となります
（紹介状をお持ちの方も地域医療連携課にて事前に予約をお取りください）

呼吸器内科 午　前

1診 ◎ 志知　泉 遠藤　慶成 ◎ 志知　泉 ◎ 松田　宏幸

◇完全予約制です
◇白石好医師は、外科予約患者診療も行います

消化器内科
午　前 ◆ピロリ菌外来

　　ピロリ菌外来受診は紹介が必要です（地域医療連携課にて事前に予約をお取りください）

循環器内科 午　前
◇診療予定が変更になる時があります
◆木曜日午後ペースメーカー外来は完全予約制ですペースメーカー外来

小児科

◆特殊外来（午後・予約制） 受診希望の方は事前にご連絡ください
　・内分泌外来（長谷川奉延医師）5日（木）13：30～
　・神経外来（高橋孝雄医師）診察日は小児科外来までお問い合わせください
　・循環器外来（古道一樹医師）3日（火）13：00～　（山岸敬幸医師）17日（火）13:00～
　・育児相談 木13：30～　・予防接種 月　13：30～
　・新生児聴覚スクリーニング 13日（金）・27日（金）13：00～14：30

総合内科 午　前
◇【健診結果を持参して受診される方へ】
　月・火・金曜日に受け付けております
　（予約制。事前にご連絡ください）

糖尿病・
内分泌代謝内科

午　前
◇13日（金）、◎村上雅子医師　休診です
◇紹介状のある方は地域医療連携課にて事前に予約をお取りください
◇◎村上雅子医師は完全予約制です
◇金曜日　平原直子医師（甲状腺のみ）は再診の予約患者のみとなります

血液内科
◇完全予約制です
◆セカンドオピニオン外来（完全予約制）
◆造血幹細胞移植後フォローアップ外来　第3 （火） 13：00～15：00

リウマチ内科
◇初診は紹介予約患者優先です
（紹介状をお持ちの方も地域医療連携課にて事前に予約をお取りください）

月 火 水 木 金 特　殊　外　来　等

午　前
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◎ 鈴木　沙知 ○ 福井　剛志
宮﨑　明子 宮﨑　明子

○ 福井　剛志
宮﨑　明子

◎ 天神　博志　（第1）
交代制（第2・4）

◎ 天神　博志 ◎ 天神　博志

呼吸器外科 午　前 ◎ 稲葉　浩久 武井　健介

心臓外科 午　前 ◎ 大倉　一宏 ◎ 大倉　一宏

2診 夏目　佳代子

午　後 ◎ 新谷　恒弘

皮膚科 午　前 小西　紀子 小西　紀子 水島　八重子 小西　紀子 小西　紀子

1診
藤澤　友美
（9：00～）

○
早川　将平
（9：30～）

○ 早川　将平 非常勤医師 ○
早川　将平
（9：30～）

2診 中村　渉
中村　渉
（9：30～）

○
早川　将平
（9：00～）

中村　渉
（8：30～）

午　後
佐藤　元

（14：00～）
栗原　みずき ○ 市川　義一 ◎ 根本　泰子
江河　由起子 大西　主真 田中　郁百

○ 市川　義一 服部　政博 江河　由起子
栗原　みずき 小谷　倫子 加藤　恵

服部　政博
（8：30～9：00）

服部　政博
（8：30～9：00）

服部　政博
（8：30～9：00）

服部　政博
（8：30～9：00）

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

腫瘍外来
 栗原みずき

（10：00～16：00）

午　前 加藤　恵 江河　由起子 田中　郁百 大西　主真 ◎ 根本　泰子

午　後 小谷　倫子

助産師 金田　千依 佐野　香織 杉田　若菜 八木　貴子 望月　彩可

1診 ◎ 村木　康秀 ◎ 村木　康秀 ◎ 村木　康秀 ◎ 村木　康秀 ◎
村木　康秀

(8:30～10:00）

2診 德本　梨佳 德本　梨佳 德本　梨佳 德本　梨佳

永井　遼斗（第1・3）
中村　友樹（第2・4・5）

2診 ◇交替制 ◎ 川﨑　泰士 小澤　宏之（第2） ◇交替制 ◎ 川﨑　泰士

3診 ○ 平賀　良彦 和佐野　浩一郎（第4） ○ 平賀　良彦

午　後 永井　遼斗 永井　遼斗

放射線科 午　前 備前　麻衣子 備前　麻衣子 備前　麻衣子 茂松　直之

◎ 中田　託郎 ○ 大岩　孝子 青木　基樹 笠原　直人 望月　健太朗

安達　光生 宋　寧 原田　佳奈 内田　香名 宋　寧

◎ 中田　託郎 ○ 大岩　孝子 青木　基樹 笠原　直人 望月　健太朗

安達　光生 宋　寧 原田　佳奈 内田　香名 宋　寧

精神神経科 午　前 ○ 臼井　洋介 佐久間　睦貴 ○ 臼井　洋介 ○ 臼井　洋介 永井　常高

午　前 ◎ 相羽　整 ◎ 相羽　整 ◎ 相羽　整 ◎ 相羽　整 ◎ 相羽　整

午　後
宮澤　由香里
（13：30～）

　　静岡赤十字病院　：　〒420-0853　静岡市葵区追手町8番2号  TEL　054-254-4311　（代表）  ※ 地域医療連携課　（受付時間　8:15～19:00）

★院長、☆副院長、◎部長、○副部長、　　　　　女性医師

◇完全予約制です（受診の際は予めご連絡ください）

救命救急センター

午　前

午　後

血管外科
午　前

1診 ◎ 新谷　恒弘 林　応典

泌尿器科
午　前

◇月曜日の紹介患者については、ご相談ください

中高年外来
根本　泰子

（14：00～17：00）

形成外科

◇完全予約制です。初診時は紹介が必要です（紹介元医療機関より事前に予約をお取りください／患者予約
は不可です）

リハビリテーション科 ◇リハビリテーションは予約制となります

産科

眼　科 午　前
◆特殊外来（午後・予約制）
　　◎村木康秀医師：月・火・水
　　　 德本梨佳医師：月・水・金

耳鼻咽喉科
午　前

1診(初診) ○ 平賀　良彦 永井　遼斗 ◎ 川﨑　泰士 中村　友樹
◇24日（火）、25日（水）、27日（金）、31日（火）、永井遼斗医師　休診です（代診あり）
◇火曜日初診　紹介患者のみとなります
◇火・金曜日　午後は予約制・再診患者のみとなります
◆特殊外来
　・補聴器外来　　　　　 毎週（金）11:00～12:00、14:00～
　・誤嚥防止手術外来　毎週（金）午後
　・耳総合外来　　　　　 毎週（金）午後

4診

産婦人科

◇初診診察　予約外診察の方へ
　曜日ごと初診担当医師を設定していますが、基本的に医師の指定はできません。当日の診
察状況や緊急手術等により初診医師が変更となる場合があります。
◇医師の指定をご希望の方は、医師宛ての紹介状（情報提供書）を準備の上、地域医療連携
課でご予約をお取りください。
◇妊娠18週以降の初診妊婦は産科診察となります
◇セカンドオピニオン希望の方は事前に地域医療連携課にご相談ください
◆特殊外来（予約制）
　・中高年外来　毎週（火）  14：00～
　・腫痬外来　　 毎週（木）　10：00～
　・助産師外来  経験豊富な助産師が検診・指導を行います

特殊外来

午　前 ◆特殊外来（予約制）
　・フットケア外来　　毎週　（月）13：30～15：30
　・フットウエア外来　第3（月）13：30～15：30午　後

脳神経外科 午　前
◎ 齋藤　靖 ◎

◎ 鈴木　沙知

徳山　勤 ◎ 齋藤　靖 ◎ 徳山　勤
◇火・木曜日◎天神博志医師の診察は外来にお問い合わせください

午　前

初診/再診 加藤　恵 小谷　倫子

再診 ◎ 根本　泰子

不妊治療
外来

◇2日（月）、小西紀子医師　休診です（代診なし）

◇月曜日◎稲葉浩久医師は紹介患者・予約患者のみとなります（受診の際は予めご連絡ください）

月 火 水 木 金 特　殊　外　来　等

市川義一


