
受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

丸　有人 北原　拓也 伊藤　智志
【循環器内科】

大橋　裕樹
【一般・循環器】

予約優先

霜山 直人
【一般内科】
予約優先

北原　拓也

霜山 直人
【一般内科】
予約優先

池田 四葉
【一般・腎臓内科】

北原　拓也
八反 尚一郎
【一般・循環器】

予約優先

八反 尚一郎
【一般・循環器】

予約優先

霜山 直人
【一般内科】
予約優先

服部 瑶華
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

沖杉 真理
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

福原　祐樹
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

飯降 直男
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

飯降　直男
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

【第1・3・5週】
稲村 めぐみ
【第2・4週】
永渕　富夫

稲村　めぐみ 石井　充
【一般・循環器】

大橋　裕樹
【一般・循環器】

予約優先

山本　直人
【一般内科】

新井　俊貴
【一般・循環器】

髙橋　寿弥 笠巻　伸二
【一般内科】

福原　祐樹 佐藤　匠一
【一般内科】

新井　俊貴
【一般・循環器】

岡田　麻里奈
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約制

芳賀　幸
【一般内科】

八反 尚一郎
【一般・循環器】

予約優先

小口 洋子
【一般内科】

永山　加奈

三好　直美
【一般内科】

沖杉 真理
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

飯降 直男
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

担当医
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約制

○数野　圭
【一般・循環器外科】

飯田　真太朗
【一般・神経内科】

小口 洋子
【リウマチ膠原病外来】

予約優先

池田 四葉
【一般・腎臓内科】
16：30受付終了

糸山　智
【一般内科】

沖杉 真理
【糖尿病・内分泌代謝内科】

予約優先

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

武智　晶彦 遠藤　佑香 山田　英樹 大野　浩平 遠藤　佑香 担当医

伊藤　裕志 外科担当医 吉野　めぐみ 吉野　めぐみ 齋藤　剛太 伊藤　裕志

片桐　敏雄 武智　晶彦

山田　英樹 外科担当医 片桐　敏雄 齋藤　剛太 伊藤　裕志

大野　浩平 遠藤　佑香 山田　英樹 外科担当医

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

齊藤　計太 元島　清香
【スポーツ整形】

吉原　有俊 齊藤　計太 島峰　聡 ※担当医①

山本　晶也 山本　晶也
【人工関節外来】

日山　鐘浩 担当医 松村　惠津子 ※担当医②

※安田　裕亮 岩本　直之
【脊椎外来】

早川　恵司
【脊椎外来】

島峰　聡 福田　宗弘
【スポーツ・人工関節外来】

※担当医③

福田　宗弘
【スポーツ整形】

田中　紗代 阿部　瑞洋 渡辺　正紀

岩本　直之
【脊椎外来】

早川　恵司
【脊椎外来】

元島　清香
【スポーツ整形】

角田　佳彦
【人工関節外来】

住吉　信彦

角田　佳彦 島峰　聡 日山　鐘浩 担当医 平尾　雄二郎
【脊椎外来】

島峰　聡 可知　芳則
【スポーツ整形】

住吉　信彦 担当医 ※装具外来
14：00～16：00

可知　芳則
【スポーツ整形】

※装具外来
14：00～16：00

※及川　久之
【人工関節外来】
15：00～診察開始

可知　芳則
【スポーツ整形】

田中　紗代 平尾　雄二郎
【脊椎外来】

高島平中央総合病院　外来担当医表（11月）
　令和4年11月15日現在

内科・・・【1階】外来受付2

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00

○金曜午後　数野医師⇒第2週のみ休診となります。

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00

消化器センター・・・【2階】外来受付3　予約優先

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00

整形外科（全て予約優先外来）・・・【1階】外来受付1

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

※土曜日午前　担当医①②：【第1土曜】岩本　【第2土曜】元島/小武海　【第3土曜】大橋/住吉　【第4土曜】　島峰/担当医　【第5土曜】　島峰
/担当医
※装具外来：【火曜日】14：00～16：00　【第1水曜日・第3水曜日】9：00～12：00　【金曜日】　14：00～16：00
※月曜午前： 第1.3.5 ⇒ 担当医　第2.4 ⇒ 安田　　　　　※担当医③：第1.3.5⇒塚本　第2.4⇒脇
※第1水曜日（午後）のみ　及川　⇒　休診　　　　　　　　 ※安田⇒第2.4のみ

〒175-0082  東京都板橋区高島平1-73-1   TEL 03-3936-7451(代)   FAX 03-3936-7471（医事課）

裏面あり



受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

四篠 克倫
【予約優先】

初・再診受付時間
12時00分まで

石原　隆太郎
【予約優先】

初・再診受付時間
12時00分まで

福島　崇夫
【予約優先】

初・再診受付時間
12時00分まで

高田　能行
【予約優先】

初・再診受付時間
12時00分まで

谷地　一成
【予約優先】

初・再診受付時間
12時00分まで

福島　崇夫
【予約優先】

永井 健太 新井 佑輔 荒井　信彦 大高　稔晴

三浦 直久
14：30～診察開始

谷地　一成
【予約優先】

新井 佑輔 石原　隆太郎
【予約優先】

担当医

永井 健太

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

○吉村 巌 ●小松 秀樹 ●小松 秀樹 〇佐南　静香 〇横山　大司
初再診とも受付12：00まで

※担当医

●小松 秀樹 ○泉 太郎 〇富山　裕介 処置・検査 処置・検査

○富山 裕介 ○泉 太郎 ◇小松　秀樹 〇佐南　静香

〇佐南　静香
【女性泌尿器外来】

処置・検査 〇富山　裕介 処置・検査 処置・検査

乳腺外科・・・【2階】外来受付4　予約優先　　　☆…初再診とも受付時間11：45まで

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30 ☆柳　裕代 ☆小野　容子 柳　裕代 柳　裕代

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00 要問合せ 要問合せ 柳　裕代
受付時間15：30まで

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30 長谷川　晶子

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00 長谷川　晶子 長谷川　晶子 長谷川　晶子

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

東京医大 東京医大 東京医大 東京医大 長尾　芳朗 東京医大

金城　尚子 金城　尚子 金城　尚子 金城　尚子

☆東京医大 東京医大 ☆東京医大 東京医大 東京医大

金城　尚子 金城　尚子 ★金城　尚子

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30 下地　善久 下地　善久 担当医 下地　善久 下地　善久 担当医

下地　善久 下地　善久 担当医 下地　善久 下地　善久

補聴器外来
13：00～14：00

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30 高林　彩子 大西　誉光 高林　彩子

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00 高林　彩子 担当医 担当医

受付時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30 伊東　和香子 伊東　和香子 伊東　和香子 伊東　和香子 担当医 担当医

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00 伊東　和香子
再診受付16：45まで

伊東　和香子
再診受付16：45まで

伊東　和香子
再診受付16：45まで

伊東　和香子
再診受付16：45まで

担当医

脳神経外科・・・【1階】外来受付1

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

小児科・・・【1階】外来受付1 ☆…14：00から診療開始　★…予約制

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00

泌尿器科・・・【2階】外来受付3　○予約優先　●予約優先・予約外受付時間11：30まで　◇予約優先・予約外受付時間16：00まで

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00

※土曜午前：第1週 戸倉祐未医師、第2.4週 吉田剛大医師、第3.5週 清藤豊士医師

形成外科・・・【1階】外来受付1

午前 8：00～12：30
初診のみ12：00まで

9：00～12：30

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

15：00～17：00

皮膚科・・・【2階】外来受付3

眼科・・・【2階】外来受付4

■予防接種（予約制）：月～金曜日　①10：00　②14：00　③15：00　※曜日により接種項目・時間が異なります。詳細はお問い合わせいただくか、HPをご覧ください。

■乳児検診（予約制）：金曜日　①14：00

耳鼻咽喉科・・・【2階】外来受付4

午後 13：00～17：00
初診のみ16：30まで

14：00～17：00


