
＊ 受付時間　 月～金　8:30～11:30

2021年 土浦協同病院９月外来診療担当一覧表 ＊休診日； 土・日曜・祝日/年末年始(12/29～1/3)

2021/9/1
ブロック 診療科 ブース名 月 火 水 木 金

1階 Ⅰ 手術日

Ⅱ 稲福 勇仁 　 稲福 勇仁 稲福 勇仁 稲福 勇仁

Ⅲ 浅野 宏規 浅野 宏規 浅野 宏規 浅野 宏規

Ⅳ 織田 公貴 織田 公貴 織田 公貴 織田 公貴

Ⅰ ケア9:00～11:00 完全予約制 ケア14:00～16:00 完全予約制 ケア1.3 16:00～17:00/ケア2.4.5 9:00-11:00　完全予約制

Ⅱ 診察1.3 13:00～14:00 完全予約制

Ⅰ 谷岡 利朗 伊東 浩次 長谷川 芙美 滝口 典聡 齋藤 稔史

Ⅱ 八木 健太 加藤 俊一郎 谷田部 悠介 大畠 慶映 星 博勝

Ⅲ 岩田 将輝 松井 聡 本多 正樹 海藤 章郎 奥澤 平明

Ⅳ

Ⅰ 長内 孝之 完全予約制 長内 孝之 完全予約制

Ⅱ

乳腺看護外来 10:00～ 完全予約制 10:00～ 完全予約制

Ⅰ 稲垣 雅春 化学療法外来（稲垣雅春） 11:00～ 稲垣 雅春

Ⅱ 佐伯 祐典

臨床腫瘍科 Ⅱ 大原 元 午前

Ⅰ 10:00～12:00 完全予約制 10:00～12:00 完全予約制 10:00～12:00 完全予約制 10:00～12:00 完全予約制

Ⅱ

Ⅰ 大貫 雅裕 大貫 雅裕

Ⅱ 山本 洋平 内山 英俊 内山 英俊 岩井 武尚（完全予約制） 午後

心臓外科 Ⅲ 広岡 一信 木下 亮二（完全予約制） 午前

Ⅳ 山本 信二 山本 信二 林 俊彦 伊藤 慧 清川 樹里

Ⅴ 金岡 杏純 廣田 晋 芳村 雅隆 廣田 晋 芳村 雅隆

前原 健寿1.3(てんかん外来)

Ⅰ 山﨑 舜 菱山 隼 水野 広一 脊 菱山 隼 水野 広一 脊

Ⅱ 古俣 正人 早川 景子 腫瘍 加瀬 雅士 股関節 谷澤 泰介 腫瘍 山﨑 舜

Ⅲ 加瀬 雅士1.3.5 股関節 河内 敏行 脊 初鹿 大祐 膝 初鹿 大祐 膝

Ⅳ 佐々木 亨 手 徳本 泰將 徳本 泰將 佐々木 亨 手 塚本 和矢

Ⅴ 村井 峻悟 白坂 律郎 手 村井 峻悟 塚本 和矢 白坂 律郎 手

Ⅰ 近藤 乾 午後 宮原 宏幸 午後 杉江 学 午後 山内 建 午後 高瀬 千尋 午後

Ⅱ 新患外来 新患外来 新患外来 今村 公俊

Ⅲ 岡本健太郎（10:30～14:00） 初診+専門外来 五藤 周 9:00～11:00 川上 肇 14:00～16:00 水﨑 徹太 9:00～10:00 川上 肇 　9:00～11:00

Ⅳ 水﨑 徹太 9:00～11:00 　　堀 哲夫9:00-11:00(専門外来)/13:00-15:00 五藤 周 14:00～16:00

Ⅰ 小西 愛美 田中 由美 林 大祐 小児心身外来 黒岩 尚之

Ⅱ 渡部 誠一 循環器 渡部 誠一 循環器 渡部 誠一2.4 循環器 白井 謙太朗 神経・発達

Ⅲ 渡辺 章充 神経・発達 渡辺 章充 神経・発達 渡辺 章充 神経・発達

Ⅳ 中村 蓉子 循環器 高橋 孝治 神経・発達 徳本 惇奈 中村 蓉子 循環器 多田 憲正 腎臓

Ⅴ 交代制 白井 謙太朗3 神経・発達 田中 里奈 茅切 碧 田中 由美

Ⅵ 緊急 緊急 緊急 緊急 緊急

Ⅰ 川崎病外来 前田 浩利3 血液・免疫 田中由美1.3/内分泌外来2.4 南風原 明子 神経・喘息 林大祐1.3/鹿島田健一2.4(内分泌)

Ⅱ 渡邉1.2.4/中村3.5 循環器 中村2.4/櫻井1.3.5 循環器 乳児健診1.3/予防接種2.4

Ⅲ 渡辺 章充 神経・発達 白井 謙太朗1.2.3.5 神経・発達 渡辺 章充 神経・発達 阿久津 裕子3

Ⅳ 高橋 孝治 神経・発達 多田 憲正 腎臓 アレルギー外来3 高橋 孝治 神経・発達 １ヶ月健診

Ⅴ 予防接種 白井 謙太朗1.2.4.5 神経・発達 １ヶ月健診 今井耕輔2(血液･免疫)/高木正稔4(血液･免疫) １ヶ月健診

Ⅵ

Ⅰ 岡田 恒夫 完全予約制 岡田 恒夫 完全予約制 岡田 恒夫 完全予約制 岡田 恒夫 完全予約制 岡田 恒夫2.3.4 完全予約制

Ⅱ 平沢 伸広 痙縮外来(13:30～16:00) 完全予約制 靴外来(13:30～16:00)　9月9日 小林 加菜未

Ⅰ 小島 未央 9:30-16:00 小島 未央 9:30-16:00 非常勤(午前)/非常勤(午後) 完全予約制 小島 未央 9:30-16:00 小島 未央 9:30-16:00

Ⅱ 田中 圭一 田中 圭一 田中 圭一 田中 圭一 午前 田中 圭一

Ⅲ

ブロック 診療科 ブース名 月 火 水 木 金

2階 初診Ⅰ 脳神経内科 消内1.3/循内2.4 代内1.3/循内2.4/血内5 膠原病内科 腎内1.3/代内2.4

初診Ⅱ

初診Ⅲ

総合Ⅰ

総合Ⅱ

Ⅰ 草野 史彦 佐野 慎哉 市田 崇 午後・予約のみ 草野 史彦 河上 和輝

Ⅱ 上山 俊介 酒井 義法 渡辺 研太朗 石井 亮佑 久保田 洋平

Ⅲ 木下 隼人 福田 啓太 末松 聡史 三原 晶子 杉山 勇太

Ⅳ 田澤 潤一 午後 笠野 由佳 川内 結加里

病理診断科 Ⅰ ｴｰｶﾎﾟｯﾄ ﾊﾟﾝﾅﾁｪｰﾄ 井上 和成

Ⅰ 戸田 孝之 松井 則明 佐々木 康典 戸田 孝之 高見 純

Ⅱ 野水 歩 小原 由達 安原 遼 太田 潤 尾田 陸

Ⅰ 清水 誠一 鴨下 昌晴1.3.5 鴨下 昌晴 清水 誠一 鴨下 昌晴

Ⅱ 伊藤 由布 服部 圭一郎 移植専門外来（清水誠一） 午後

膠原病内科 Ⅰ 川島 典奈 午後 高橋 秀典 午後 川島典奈(午前)/梅田直人(午後) 梅田 直人 梅田直人/高橋秀典（午後）

Ⅰ 神山 隆治 石井 遼子 永井 純子 石井 遼子 神山隆治(午前)/インスリンポンプ外来(午後)

Ⅱ 三好 泰斗 新患外来(午前) 新患外来2.4 午前 三好 泰斗(午前) 中嶋 茉莉(午前)

Ⅲ 新患外来 神山隆治(午前)/インスリンポンプ外来(午後) 清水 馨(午後) 塚原 悠介(午後)

糖尿病サポート Ⅳ 9:00～12:00 完全予約制 9:00～12:00 完全予約制 9:00～16:00  第1のみ　　9:00～12:00　完全予約制

フットケア Ⅴ  9:00～15:00 第2のみ 8:30～12:30/13:00～16:00 完全予約制 9:00～15:00　第4のみ

Ⅰ 三輪 尚之 不整脈 原 聡史 不整脈

Ⅱ 仲田 恭崇 不整脈 蜂谷 仁 不整脈 土居 惇一 不整脈 平野 秀典 不整脈 角田 恒和 虚血

Ⅲ 佐藤 慶和 不整脈 杉山 知代 虚血 角田 恒和 虚血 長嶺 竜宏 虚血 山尾 一哉 不整脈

Ⅳ 星野 昌弘 虚血 滕 云 虚血 久佐 茂樹 不整脈 左山 耕大 虚血 上野 弘貴 不整脈

Ⅴ 松田 和樹 虚血 米津 太志 虚血 三澤 透 虚血 羽田 昌浩 虚血

Ⅵ ペースメーカー ペースメーカー

Ⅰ 山形 直毅 慕 健 町田 明 慕 健 町田 明

Ⅱ 小林 勇揮 高島 実 高島 実 藤木 修子 山形 直毅

Ⅰ 若井 陽子 川上 直樹 梶江 晋平 川上 直樹 中村 健太郎

Ⅱ 島矢 和浩 波田 誠 齊藤 和人 島矢 和浩 齊藤 和人

Ⅲ 中村 健太郎 齋藤 弘明 齋藤 弘明

Ⅰ 柳橋 賢 柳橋 賢 柳橋 賢 柳橋 賢 柳橋 賢

Ⅱ 山田 雅人 山田 雅人 山田 雅人 山田 雅人 山田 雅人

Ⅲ 塚本 咲 塚本 咲 塚本 咲 塚本 咲 塚本 咲

Ⅳ 溝口 由丸 溝口 由丸 溝口 由丸 溝口 由丸 溝口由丸/小島史也

Ⅰ 松岡 廣 小田 充思 松岡 廣 松岡 廣 小田 充思

Ⅱ 盛山 吉弘 盛山 吉弘 盛山 吉弘 盛山 吉弘 盛山 吉弘

Ⅲ アマデアル 亜琵 アマデアル 亜琵

Ⅰ 佐藤 昌 佐藤 昌 佐藤 昌 佐藤 昌

金子 葵 金子 葵 金子 葵 金子 葵

Ⅰ 萩原 理生 萩原 理生

Ⅰ 村田 雄哉 宜保 恵理 10:00～ 箱岩 沙織 宜保 恵理 10:00～ 松宮 直樹

Ⅱ 術前診察 術前診察 術前診察 術前診察 術前診察

Ⅲ

心身医療科 Ⅳ 佐々木 将博(午前) 入院のみ

緩和ケア科 Ⅴ 田代 雅紀 完全予約制 三宅 智 完全予約制

遺伝カウンセリング Ⅴ 14:00～17:00 完全予約制

がんゲノム Ⅴ 遠藤 誠一 完全予約制

Ⅰ 島袋 剛二 午前 遠藤 誠一 坂本 雅恵 遠藤 誠一 坂本 雅恵

Ⅱ 松岡 竜也 佐久間 早希 武内 史緒 小野瀬 萌子 市川 麻以子

Ⅲ 北野 理絵 市川 麻以子 北野 理絵 西田 慈子 谷田部 菜月

Ⅳ 寺本 有里 西田 慈子 尾臺 珠美 午前 光井 潤一郎 午前

Ⅴ 武内 史緒 金子 志保 寺本 有里 松岡 竜也 金子 志保

助産師外来 Ⅰ 13:00～15:00 完全予約制 13:00～15:00 完全予約制 13:00～15:00 完全予約制 13:00～15:00 完全予約制 13:00～15:00 完全予約制

Ⅰ 佐野 裕大 酒井 康之 酒井 康之 河野 友亮 島田 航

Ⅱ

Ⅲ 川野 圭三 佐野 裕大 島田 航 川野 圭三 河野 友亮

〒300-0028　土浦市おおつ野四丁目1番1号　℡.029-830-3711(代表)
紹介患者様連絡先(平日受付時間内)　地域医療連携室　　→電話番号 029-846-3682　ＦＡＸ番号 0120-056-101

紹介患者様連絡先(受付時間外)　　　　救命救急センター　→電話番号 029-830-3711(代表)

脳神経外科

Ａ
眼科

リンパ浮腫

Ｂ
消化器外科

乳腺外科

呼吸器外科

ストーマ

Ｃ 血管外科

木下亮二(9:00-12:00)/田中啓之(14:00-16:00)

消化器内科

整形外科

Ｄ 新生児科

小児外科

小児科

小児科午後
（専門外来）

リハビリテーション科

放射線科
（治療）

Ｅ
内　科

Ｆ 腎臓内科

血液内科

代謝・
内分泌内科

Ｇ
循環器内科

Ｋ 泌尿器科

脳神経内科

呼吸器内科

Ｈ
耳鼻咽喉科

皮膚科

口腔外科

形成外科

Ｉ ペインクリニック

Ｊ
産婦人科

完全予約制 


