
外来受付時間　平日8：30～11：00　　第2・4・5土曜日8：30～10：30　（救急災害医療センター　24時間対応） 午前
◎＝部長　〇＝副部長　　予約のみ＝再診の患者さん　　紹介のみ＝紹介状をお持ちの患者さんのみ 午後

原則再診予約のみ

※午後は原則再診予約のみとなっております。初診や予約外で受診を希望される場合は事前にご確認をお願い致します。
2022.10.26 ※医師の都合により休診となる場合がございます。お手数ですが、事前にご確認をお願い致します。

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

畠山慎也 平間千絵 ◎奥瀬千晃 〇家研也 酒井　翼 担当医① 志茂彩華 　  

吉田花圭 内田竜二 廣瀬雅宣 本橋伊織 大槻拓矢 担当医② 予約のみ 志茂彩華 　

山田祐輝 荻原理子 渡邉洋章 担当医 担当医 担当医③ ○森嶋啓之 池田哲也 担当医 長島悟郎（病院長） ◎大塩恒太郎 担当医

加茂力(第1・3週　予約のみ) (脳血管内治療） （初診のみ） （初診のみ）

畠山慎也 平間千絵 ◎奥瀬千晃(第1・2・4・5週) ○家研也 酒井　翼 脳ドック結果説明 水頭症外来(◎大塩恒太郎)

吉田花圭 内田竜二 廣瀬雅宣 本橋伊織 担当医 （予約・紹介のみ）

山田祐輝 荻原理子 渡邉洋章 担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 担当医

漢方外来(樫尾明彦) 大橋博樹（第3週） （紹介のみ） （紹介のみ） (紹介のみ） （初診のみ）

骨粗鬆症外来(第4週) 浅野孝太 小泉英樹(股関節外来) 藤井厚司（第1・3週） 〇大沼弘幸

◎樋熊拓未 ◎樋熊拓未 貝原俊樹（第1・3・5週） 〇宮崎秀和 鈴木知美 塚原拓也 松下和彦 鈴木　開 黒屋進吾（脊椎外来）

◎樋熊拓未（第2・4週） 　 （第1・3・5週）

担当医 〇宮崎秀和 貝原俊樹 本田　圭 笠川　彰 骨粗鬆症外来 手の外科外来（松下和彦） 〇大沼弘幸(膝外来)

ペースメーカー外来 （第1・3・5週） （第1・3・5週）

角田哲人 西田皓平 ◎棚橋淳子 ◎棚橋淳子 　 嶋田洋平（肩外来）

予約のみ 　 （第4週）

◎松永光太郎 石田　潤 鈴木通博 ◎松永光太郎(第3週休診) 黄　世揚 担当医 田邊雅祥 手術 田邊雅祥 田邊雅祥 髙田女里 担当医

末谷敬吾 中村紗里香 （予約のみ） 髙田女里 髙田女里 (予約のみ） （初診のみ）

野口陽平 二階亮（炎症性腸疾患） 公文大輔 　 予約のみ 手術 手術 手術 手術 手術

（第3週休診） 橋本悠季 橋本悠季 橋本悠季 担当医 小野田慶子 担当医

丑丸　秀 緒方聖友 藤島理恵 ◎冨永直人(第2・3・4・5週) 角浩史(第1・2・4・5週) 小野田慶子 （予約・紹介のみ） 小野田慶子 　 （予約・紹介のみ） （初診のみ）

シャント外来(第2・4週) 担当医(第1・3週） 担当医（第3週） レーザー レーザー レーザー レーザー レーザー

予約のみ 尿路結石外来(第3週) 手術 手術 手術 手術 手術

◎浅井志高 ◎浅井志高 久米怜奈 　 安達裕之（第1・3・5週） ◎吉岡まき 担当医 ◎吉岡まき 栗原　毅 担当医

予約のみ ◎浅井志高 久米怜奈 　 　 栗原　毅（第2・4週） 佐々木秀郎(第1．3・4週) (初診のみ）

鈴木　祐 ◎大熊壮尚 篠原健介 ◎大熊壮尚 内野賢治 予約のみ 栗原　毅 安達裕之 安達裕之

CIDP外来 頭痛外来（篠原健介） 篠原健介 物忘れ相談外来(第1・3週) 担当医 ◎吉岡まき 担当医 ◎吉岡まき 栗原　毅

（◎大熊壮尚） 堀内正浩 （予約・紹介のみ） (予約・紹介のみ) 前立腺癌外来（中澤龍斗） 栗原　毅 安達裕之 安達裕之

内野賢治 （第2・4週）

（第2・4・5週　予約のみ） 　 武永　智 八幡将喜 細沼信示 担当医 ◎大熊克彰 担当医

◎玉井勇人 ◎玉井勇人 細沼信示（産科） ◎大熊克彰（産科） ◎大熊克彰(婦人科) 手術 武永　智（婦人科） 担当医

（予約のみ） 八幡将喜（婦人科） 細沼信示（婦人科） 武永　智（産科） 助産師外来 八幡将喜（産科）

◎玉井勇人 ◎玉井勇人 予約のみ 胎児精密外来 コルポ外来 産褥外来

担当医 担当医 ◎松澤亜紀子 上野聰樹 林泰博 林泰博 ◎松澤亜紀子 担当医

(第1・3・5週) （第3週休診） 吉村雅弘 （完全予約制） 上杉康雄 吉村雅弘 伊藤由香里(まぶた外来) (初診のみ)

担当医 上杉康雄 伊藤由香里 上杉康雄

◎小倉孝氏 ◎小倉孝氏 ◎小倉孝氏 ◎小倉孝氏 特殊検査 手術 特殊検査 特殊検査 特殊検査

（完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） 予約検査 手術

予約のみ セカンドオピニオン外来 セカンドオピニオン外来 セカンドオピニオン外来 セカンドオピニオン外来 森田　翔 ◎晝間清 川島孝介 担当医(非常勤） 担当医 担当医

◎今村愉子 　 ◎今村愉子 （紹介のみ） （初診のみ）

予約のみ 　 ◎今村愉子 予約のみ 川島孝介 森田　翔 ◎晝間清

大濱　慧 武田真紀 大濱　慧 藤塚優芽 大濱　慧 担当医 予約のみ 検査 検査 手術・検査 手術 手術

（完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） （完全予約制　紹介のみ） ◎石井宏昭 手術 ◎石井宏昭 笠原英生 笠原英生 担当医

市川はるの 市川はるの 市川はるの

今泉太一 宮本雄策 文元　礼 磯野るり ◎岩﨑俊之 担当医 笠原英生 担当医 ◎石井宏昭  

渡邉洋章 木下明俊 渡邊康大 金　裕花 高橋千晶 (初診のみ) 担当医（第2・4・5週）

鈴木　航 アレルギー外来 遺伝外来（第2週） 予約のみ 外来手術 手術 外来手術 外来手術 外来手術
(第2・4・5週 再診予約のみ) 担当医 担当医

小児心臓外来(第2・4週) 療育医療外来 1ヶ月検診 予防接種外来 小児神経外来 (完全予約制) (完全予約制)

個別健診（第1・3週） アレルギー外来(中村俊紀） 小児腎臓外来 担当医

（第2・4週） (完全予約制)

石井将光 片山真史 ◎朝倉武士 佐々木大祐 ◎朝倉武士 片山真史（第2週）

鈴木和臣 ○四万村司 泉家　匠 谷口清章 鈴木和臣（第4週）

泉家　匠（第5週）

肛門疾患外来(佐々木大祐）

ヘルニア外来(◎朝倉武士)

担当医（第2・4週）

　

担当医

　 辻　志穂 　

予約のみ

消化器・一般外科

〈神経精神科の外来について〉
呼吸器外科

診療情報提供書（紹介状）がない方は、現在お受けしておりません。（令和3年4月から）
心臓血管外科

完全予約制です。患者さんからの予約は受け付けておりません。医療機関からのご予約をお願い致します。
小児外科

※ご予約の際は、事前に紹介状の内容を確認させていただいております。

リウマチ・膠原病内科

眼科

腫瘍内科
（完全予約制）

予約のみ

耳鼻咽喉科アレルギー科

神経精神科
（完全予約制）

歯科口腔外科
(完全予約制）

小児科

予約のみ

緩和ケア内科
（完全予約制）

代謝・内分泌内科

泌尿器科

脳神経内科
予約のみ

予約のみ

産婦人科
血液内科

予約のみ

消化器内科
形成外科

予約のみ

皮膚科
腎臓・高血圧内科

予約のみ

循環器内科

予約のみ

予約のみ

呼吸器内科

川崎市立多摩病院(2022年11月分)外来担当医師一覧表

総合診療内科

乳腺・内分泌外科

脳神経外科

予約のみ

予約のみ

整形外科

予約のみ


