
2023年5月1日  現在

階 診療科 診察室 月 火 水 木 金

1 初　　診 午前 　荒木　崇志 〈腎・糖〉/重原　理宏（第2）/黄田　宗明（最終週） 　林 　　篤 〈消化器〉 　金森　英彬　〈消化器〉 　峰松  直人  〈呼吸器〉 午後予約制 　平山　愛子　〈循環器〉

午前 　林　　篤　〈消化器〉 　吉田　隆人　〈腎・内分泌〉 　重原　理宏　〈腎・糖〉 　今井　陽子（第1・3・5） / 平野　俊之（第2・4） 　金森　英彬　〈消化器〉

午後 　林　　篤　〈消化器〉 　伊東　明香根　〈膠原病〉 　重原　理宏　〈腎・糖〉 　金森　英彬　〈消化器〉

午前   中村　共生 　黄田　宗明　〈腎・糖〉 　井田　真規子　〈腎・糖〉 　荒木　崇志　〈腎・糖〉 　高山　信之　〈血液〉　　　予約制

  中村　共生　〈腎・糖〉 　黄田　宗明　〈腎・糖〉 　井田　真規子　〈腎・糖〉 　荒木　崇志　〈腎・糖〉　　予約制 　島田　嵩　〈呼吸器〉　　予約制

午前   神戸　香織　〈腎・糖〉 　伊藤　貴　〈消化器〉 　伊藤　貴　〈消化器〉 　高橋　輝行　〈神経内科〉 　今井　陽子　〈総合〉

午後   神戸　香織　〈腎・糖〉 　伊藤　貴　〈消化器〉 　高橋　輝行　〈総合〉

午前 　松井　優子　〈総合内科〉 　〈化学療法外来〉 　古橋　和謙　〈膠原病〉　　予約制 　渡辺　麻里　〈糖尿病〉　　予約制

午後 　峰松　直人  〈呼吸器〉　　予約制 　平野　俊之　〈呼吸器〉 　古橋　和謙　〈膠原病〉　　予約制

6 再　　診 午後 　齋藤　紘一　〈膠原病〉
脳神経外科（２診） 午前 　忽滑谷　智紀　〈神経内科〉　9:00～11:30 　酒井　順　〈神経内科〉　9:00～11:00

午前 　重原　理宏 / 黄田　宗明 　中村　共生 　神戸　香織 　神戸　香織 　重原　理宏

　重原　理宏 / 黄田　宗明 　中村　共生 　黄田　宗明 　神戸　香織 　荒木　崇志

　〈腹膜透析〉

午前   井上   宗信 　有田　凌 　中村　岩男　　 　鈴木　淳司 　庄司　聡

　中村　岩男　予約制 　小張　祐介 　水政　豊

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来   中村　岩男（14：00～　第2・4）

1 初　　診 午前   依光　悦朗　〈脊椎・脊髄〉 　平賀　聡　〈初診・肩〉   西本　和正　〈初診・骨軟部腫瘍〉   永井　勝也  〈初診・人工関節センター〉   廣瀬　裕一郎　〈初診・脊椎脊髄センター〉

2 再　　診 午前   永井　勝也　〈再診・人工関節センター〉   廣瀬　裕一郎　〈再診・脊椎脊髄センター〉   依光　悦朗　〈脊椎・脊髄〉   諏訪本　拓海　〈整形一般〉   西本　和正　〈骨軟部腫瘍〉

3 午前 　李　知娟　〈初診・整形一般〉   諏訪本　拓海　〈整形一般〉 　平賀　聡　〈肩・整形一般〉 　李　知娟　〈整形一般〉

注射・投薬 一般（予約制） 午前   諏訪本　拓海　　受付 9:00～9:20 　李　知娟　　受付 9:00～9:20 　永井　勝也　　受付 9:00～9:20 　廣瀬　裕一郎　　受付 9:00～9:20 　平賀　聡　　受付 9:00～9:20

　永井　勝也　〈膝関節・人工関節センター〉   廣瀬　裕一郎　〈脊椎・脊髄〉 　依光　悦朗　〈脊椎・脊髄〉   西本　和正　〈骨軟部腫瘍〉

　小久保　哲郎　〈足の外科〉 　平賀　聡　〈肩関節〉 　依光　悦朗　（第1･3･5）〈骨粗鬆症〉 　李　知娟　〈整形一般〉

　依光 悦朗　〈小児・股関節〉(第1) 13:45～14:30 　榎本　慧　〈形成外科〉（第1・3）

　西脇　 徹　〈小児・股関節〉(第3) 14:00～16:00   　　　　　　受付　14:00～15:00

第２処置室 午後   装具外来         受付 13:15～15:30   装具外来         受付 13:15～14:00 　装具外来          受付 13:15～14:00

午前

午後 　小川　真司 　石田　正高

午前 　三浦   弘志 / 千田　晋太郎 　三浦   弘志 / 津崎　盾哉 　加山　英夫 / 三浦   弘志　〈血管造影・治療〉 　三浦   弘志 / 小塚　淳紀 　清水　淳

　千田　晋太郎 / 三浦　弘志　〈血管造影・治療〉 　三浦   弘志 / 津崎　盾哉 　加山　英夫 / 三浦   弘志　〈血管造影・治療〉 / 　小塚　淳紀 　清水　淳 / 三浦　弘志　〈血管造影・治療〉
　磯貝　豪　〈エコー〉

1 一　　般 　山本　一希 　伏間江　真由美 　大森　学人 　尾﨑　慶子 　藤村　訓子

2 紹　　介 　常松　健一郎 　山本　一希 　伏間江　真由美 　大森　学人 　常松　健一郎

3 再　　診 　糸川　麻莉 　福島　裕之　〈心臓〉（第1・3） 　常松　健一郎

専門外来〈予約制〉 　糸川　麻莉 　尾﨑　慶子 　中本　佑樹　〈心臓〉（第2・4） 　常松　健一郎　〈神経〉 　乳児健診・予防接種

成育外来 　市橋　洋輔　〈内分泌〉（第1・3） 　大森　学人 　藤村　訓子（第1・3） 　市橋　洋輔　〈内分泌〉　/　糸川　麻莉

　本田　雅敬　〈腎臓〉（第4） 　伏間江　真由美　〈アレルギー〉 　伏間江　真由美　〈アレルギー〉 　山本　一希

　大西　瑞恵　（再診） 　高橋　真理　（再診） 　高橋　真理　（第1･3） 　大西　瑞恵　（再診） 　高橋　真理

　高橋　真理　（初診） 　大西　瑞恵　（初診） 　大西　瑞恵　（第2･4･5） 　高橋　真理　（初診）

2 特殊外来 午後 　予約制 　予約制

脳神経外科 1 一　　般 午前 　寺尾　聡 　奥村　栄太郎 　〈交代制〉（慶應）

1 １　　診 午前 　堀永　実　（再診） 　堀永　実　（初診） 　堀永　実　（再診） 　堀永　実　（初診）

2 ２　　診 午前 　進藤　雅仁　（初診） 　進藤　雅仁　（再診） 　進藤　雅仁　（初診） 　進藤　雅仁　（再診） 　松井　善一

1 １　　診 午前 　一坂　俊介 　磯部　雄二郎 　大杉　頌子 　藤田　晃司 　一坂　俊介（第1・3・5） / 磯部　雄二郎（第2・4）

2 ２　　診 午前 　藤田　晃司 　四方　翔平　〈乳腺外科〉 　大杉　頌子（第1・3・5） / 石川　亜美（第2・4） 　石川　啓一

　川口　正春　〈乳腺エコー〉

　石川　啓一　〈甲状腺外科〉 　四方　翔平　〈乳腺外科〉 　大城　清彦　〈小児外科〉 　一坂　俊介　〈血管外科〉

　山本　達也　〈呼吸器外科〉

1 １　　診 午前 　小菅　治彦 　松本　悠子 　田村　佳奈 　平田　佳子 　平田　佳子

2 ２　　診 午前 　平田　佳子 　小菅　治彦 　平田　佳子 　小菅　治彦 　小菅　治彦

ﾚｰｻﾞｰ・光線外来（予約制） 午後 　松本　悠子 　松本　悠子

1 初診（紹介状）・再診 　戎野　ちひろ 　戎野　ちひろ 　戎野　ちひろ 　戎野　ちひろ 　戎野　ちひろ

2 初再診 　〈交代制〉（慶應） 　〈交代制〉（慶應） 　〈交代制〉（慶應） 　〈交代制〉（慶應）

専門外来（予約制） 午後 　戎野　ちひろ　〈難聴耳鳴外来〉 　戎野　ちひろ　〈再診〉

再診（予約制） 午後

相談室 補聴器（予約制） 午前・午後 　○〈マキチエ〉　午前 / ○〈ブルーム〉　午後 　○〈ブルーム〉　午前 / ○〈マキチエ〉　午後 　○〈エイド〉　午前 　○〈エイド〉　午前

1 婦人科 午前 　植山　清香 　渡邉　百恵 　今泉　花梨 　阪口　響子 　遠藤　ゆり香

2 産　　科 午前 　遠藤　ゆり香 　阪口　響子 　石川　美佳 　今泉　花梨 　山口　恵吾

専門外来（予約制） 午後 　柳下　玲子　〈超音波・遺伝外来〉 14：00～16：00

麻 酔 科 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 午前 　井上　鉄夫 / 木下　尚之 　伊藤　美里 　坂本  英明 　井上　鉄夫 　伊藤　美里

1　　診 午前・午後   木村　大志 　磐田　翔 　磐田　翔 　磐田　翔 　磐田　翔

２　　診 午前・午後 　内田　育宏 　内田　育宏 　内田　育宏 （第1・3・5） / 池田　浩子（第2・4） 　内田　育宏 　内田　育宏

３　　診 午前・午後 　川本　義明　（一般歯科） 　岡田　明子 　岡田　明子

特殊外来 午前・午後 　磐田　翔 　外来小手術 　外来小手術 　外来小手術 　外来小手術

午前 　がん看護外来（10:30～16:30） 　助産外来（11：30～12：00） 　糖尿病療養相談（9:00～17:00）/認知症療養相談（9:00～17:00） 　がん看護外来（10:30～16:30）/認知症療養相談（9:00～17:00） 　慢性心不全外来（9:00～16:00）

　助産外来（13：30～15：00）/ストーマ外来（13：00～16：00） 　ﾌｯﾄｹｱ外来（14：00～16：00）╱助産外来（13：30～15：00） 　ﾌｯﾄｹｱ外来（14：00～16：00） 　腎臓病教室（14:15～16:00）/糖尿病透析予防外来(14:15～16:00) 　助産外来（13：30～14：30）

　助産外来（13:30～15:00） 　糖尿病療養相談（８:３0～17:00）

  診療受付時間 ８時３０分～１１時３０分（精神神経科　１１時００分まで）  〈特殊外来〉 １３時３０分～１６時００分          日野市立病院
  再来受付機の稼動時間            〒１９１－００６２  東京都日野市多摩平四丁目３番地の１
  休   診   日 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日　　☆ 午後（特殊外来）については、受診前にお問い合わせください。　　             ０４２－５８１－２６７７（代）

看護外来
（予約制） 午後

８時００分～１１時３０分  〈特殊外来〉  １２時３０分～１６時００分（１１時３０分～１２時３０分の間でも予約の方は受付できます）

　山本　真理 　山本　真理 　佐藤　真由美 　奥田　啓一朗 　佐藤　真由美

歯科口腔外科
（予約制）

耳鼻咽喉科

午前

産婦人科

精神神経科
（予約制）

1 一　　般 午前

泌尿器科

外    科

特殊外来（予約制） 午後

皮 膚 科

午後

２F

小 児 科

午前

午後

眼    科
1 一　　般 午前

リハビリ科 一　　般

放射線科

循環器内科 循環
午後

整形外科

特殊外来（予約制） 午後

再　　診

5 再　　診

透　　析
午後

日野市立病院外来診療担当医表　　・　　看護外来表

１Ｆ

内    科

2 再　　診

3 再　　診
午後

4


