
沼津市立病院　外来担当医表　2022年12月1日現在

診療受付時間　平日　7：45～12：00
※12：00以降受診の緊急紹介患者については、地域医療連携室までご連絡下さい。
地域医療連携室　TEL　055-924-5122　FAX　055-924-5175

月 火 水 木 金 備考
腎臓内科 － － － 米村克彦 若林道郎

北川　裕 北川裕(予約のみ) 北川　裕 北川裕(予約のみ) 北川　裕

浅井勇磨 浅井勇磨 － 浅井勇磨 －

脳神経内科 姉崎利治 予約のみ 姉崎利治 予約のみ 姉崎利治 完全予約制

呼吸器内科 廣田浩介 飯岡義教 － 廣田浩介 飯岡義教 ＊脳神経内科

久保田教生 宮城島大輔 菊池保治 久保田教生 中川彰彦

鈴木宏將 山田敦啓 中川彰彦 宮城島大輔 金城佳緒里

藤田尚人 篠崎正美 藤田尚人 杉村　薫 篠崎正美

吉田匡克 － － － －

村上雅美 新開　渉 原　英幸 甲斐田豊二 佐藤俊允

(不整脈専門外来併設)

ペースメーカー外来 － － － 原英幸(第2・第4PM) －

石原龍平 澤木俊興 石原龍平 澤木俊興 澤木俊興

－ － 村田秀行(再診予約のみ) － －

健康管理科 菊池保治 菊池保治 － 菊池保治 菊池保治

呉　英俊 椙本興平 京　清志 椙本興平 京　清志 完全予約制

藤田瑞穂 村林督夫 藤田瑞穂 村林督夫 香山一憲 ＊専門外来

－ 香山一憲 － 呉　英俊 － ＊乳児検診

PM 専門外来/1か月検診 － － 循環器 1ヶ月検診  内分泌/神経(月2回) ＊予防接種

渡邊裕樹 池田優子 久保嶋麻里 水町遼矢 池田優子/水町遼矢 月・水・金 乳腺

初診 田﨑健太郎/久保嶋麻里 渡邊裕樹 菅本祐司 田﨑健太郎 久保嶋麻里

相庭温臣(AM/PM) 相庭温臣(予約のみ) 相庭温臣(脊椎初診) 相庭温臣(予約のみ) 望月眞人(再診予約のみ)

門田　領(脊椎初診) － 門田 領(予約のみ) 門田　領 －

下山勝仁(予約のみ) 下山勝仁（AM/PM） 向山俊輔(予約のみ) － 下山勝仁

向山俊輔(PMのみ) 向山俊輔 － － 向山俊輔(AM/PM)

小野嘉允 吉村 眞(初診) 野口裕司 吉村　眞 小野嘉允(初診)

野口裕司(初診) 斉藤三四郎 斉藤三四郎(初診) 伊東遥輝(初診) 伊東遥輝

－ － － 清水文也(予約のみ) －

－ 中束和彦 中束和彦 － 中束和彦

－ 岩﨑浩司 手術日 － 村山裕明

浅井　陽 手術日 浅井　陽 浅井　陽 浅井　陽

大岩加奈 緊急のみ 大岩加奈 緊急のみ 大岩加奈

手術日(緊急のみ) 深田睦 緊急のみ 手術日(緊急のみ) 緊急のみ

秦　まき 秦　まき 秦まき(予約のみ) 秦　まき 秦　まき

齋藤寛大 齋藤寛大 齋藤寛大 齋藤寛大 齋藤寛大

福地健祐 － － － －

－ － 秦まき・中束和彦 － －

公平直樹 公平直樹 深澤美智子

鈴木良輔 鈴木良輔(予約のみ) 鈴木良輔

内藤成美 辻井　篤 深瀬正人 内藤成美 門　智史 紹介予約制

新槇峰子 － 門　智史 深瀬正人 －

初診 門　智史 糸山頌理 内藤成美 糸山頌理 辻井　篤

佐々木康 佐々木康 谷口聡美 佐々木康 月・木手術日

笠原知人 笠原知人 － 谷口聡美

－ － － 笠原知人

佐々木豊 佐々木豊 佐々木豊 水AM手術日

上村広希 上村広希 上村広希

佐原聡甫 佐原聡甫 佐原聡甫

松田　慈 松田　慈 松田　慈

宮川国久 吉田　薫 宮川国久 吉田　薫 吉田　薫

吉田　薫 宮川国久 吉田　薫 宮川国久 藤本　肇

初診 岩重洋介 井染　洋 岩重洋介 井染　洋 岩重洋介

井染　洋 岩重洋介 井染　洋 岩重洋介 井染　洋 完全予約制

PM外来手術 － PM外来手術 中村光希 PM外来手術 ＊障がい者歯科

【完全紹介予約】　 ※神経内科

【紹介予約】 ※腎臓内科 ※糖尿病・内分泌代謝内科 ※呼吸器内科 ※消化器内科 ※リウマチ膠原病科 ※外科 ※整形外科 ※小児外科

※呼吸器外科 ※心臓血管外科 ※皮膚科 ※泌尿器科 ※産婦人科 ※耳鼻いんこう科 ※麻酔科 ※歯科口腔外科 ※形成外科

歯科口腔外科

一般・外傷など

整
形
外
科

耳鼻いんこう科 手術日

形成外科

脳神経外科

小児外科

呼吸器外科

心臓血管外科

皮膚科

※当　面　休　止　い　た　し　ま　す※麻酔科

手術日

放射線科

足病外来

泌尿器科 手術日 手術日

産婦人科

眼科 手術日(緊急のみ)

小
児
科

外
科

脊椎脊髄

関節・スポーツ

診療科

内
　
科

糖尿病・内分泌代
謝内科

消化器内科

循環器内科

リウマチ膠原病科


