
■整形外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

◆竹内 良平 原 淳 ◆藤間 保晶 中村 潤一郎 ◆竹内 良平 常勤医交代制

◆大澤 克成 山田 直樹 雪平 重雄 雪平 重雄 ◆大澤 克成

◆藤間 保晶 須川 敬 中村 潤一郎

◇藤間 保晶 原 淳 原 淳 ◆竹内 良平

山田 直樹 須川 敬 雪平 重雄 中村 潤一郎

夕方 須川 敬 ※原 淳

服部 麻倫 服部 麻倫 服部 麻倫 服部 麻倫 野村 文彦 川端 茂徳

野村 文彦 ★●須川 敬 方 晃賢 山口 真一 齊藤 正徳 小沼 博明

方 晃賢 野村 文彦 成宮 徳朗 太田 信孝 野末 高史 (初診) 串田/小林

方 晃賢

服部 麻倫 服部 麻倫 服部 麻倫 服部 麻倫 ◆★大澤 克成 小沼 博明

★▲中村 潤一郎 ★○山田 直樹 ★○雪平 重雄 ★▲中村 潤一郎 野村 文彦 串田/小林

野村 文彦 野村 文彦 方 晃賢 山口 真一 釜田 祥史

(専門外も診察いたします) 方 晃賢 方 晃賢 成宮 徳朗 太田 信孝

■脊椎（腰痛）外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

川崎幸クリニック 午後 中村 潤一郎 中村 潤一郎

■リウマチ･膠原病外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 午來 美沙

午後 小柴 慶子 今村 愉子

 川崎クリニック 午前 持田 勇一

（リウマチ科） 午後 持田 勇一

■痛み(ペイン)外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 石橋 桜子

午後 津崎 晃一 宗像 和彦

■脳神経外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 神林 智作 神林 智作 神林 智作 ◆安江 正治 神林 智作 神林 智作

　□1･3･5/2.4週 □山本/広川 ◆安江 正治 ◆安江 正治 大原 啓一郎 長山 剛太 □広川/山本

    ■脳血管内治療 ☆長﨑 弘和 神林 智作 神林 智作 大橋 聡 ■△壷井 祥史

    ◆頭痛外来 神林 智作 ◆安江 正治 ◆安江 正治 成清 道久 神林 智作

    △脳動脈瘤外来 ◆安江 正治

    ☆顔面けいれん(ﾎﾞﾄｯｸｽ) 夕方 担当医交替制 担当医交替制 担当医交替制 担当医交替制 担当医交替制

■脊椎脊髄専門外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

松岡 秀典 神林 智作 神林 智作 神林 智作 神林 智作

神林 智作

神林 智作 神林 智作 神林 智作 大橋 聡 神林 智作

成清 道久

■皮膚科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

川崎幸クリニック 田島 誠也 ○天野 紀子 田島 誠也 田島 誠也 天野 紀子 田島 誠也

　○2週目休診 天野 紀子 平井 郁子 天野 紀子 天野 紀子

　●2・4週のみ診療 天野 紀子 ○天野 紀子 田島 誠也 田島 誠也 ●田島 誠也

　□1･3･5週のみ診療 佐藤 勘治 ■天野 紀子

　■13:30～15:30まで 夕方 林 健 田島 誠也 □古市 祐樹

川崎クリニック 午後 田島 誠也 天野 紀子

■形成外科・美容外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 午前 佐藤 兼重 佐藤 兼重 石井 麻衣子 佐藤 兼重 ●石井 麻衣子 渡邊 陽平

　●10:30開始 午後 渡邊 陽平 渡邊 陽平 石井 麻衣子

■足外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

川崎クリニック 午前 ●桑原 靖

　●1・3週のみ診療 午後 ●桑原 靖

■耳鼻咽喉科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午後 石田 麻里子 ○香中 優美 ●松根 彰志 関根 久遠 春名 良洋

さいわい鶴見病院
午前

　　◆関節外科（膝）

　　◇再生医療

　　※スポーツ整形
午後

川崎幸クリニック

★さいわい鶴見病院 常勤医 午前

　　▲脊椎（腰痛）

　　◆関節外科（膝）

　　○下肢

　　●肩・肘関節
午後

午前

午後

川崎幸クリニック

○3週目のみ松根彰志医師

●2週目のみ吉岡友真医師

午前 石田 麻里子 香中 優美

川崎幸クリニック

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

午前

午後

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

午前

午後

松根 彰志 関根 久遠 春名 良洋 担当医交代制

２０２２年１2月１日現在

　川崎幸クリニック・第二川崎幸クリニック：０４４－５１１－２１１２

予約電話番号 　川崎クリニック：０４４－２２２－９２５９　さいわい鹿島田クリニック：０４４－５５６－２７２２

　さいわい鶴見病院：０４５－５８１－１４１７

※赤字は女性医師 ・各クリニックは予約制です。ご不明な点は川崎幸病院 地域医療連携室まで。０４４－５４４－４６３８(直通)

■内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

杉山 孝博 九島 健二 杉山 孝博 九島 健二 九島 健二 杉山 孝博

九島 健二 武井 直樹 田邊 寿一 武井 直樹 田邊 寿一 設楽･武井･九島

森上 善史 田邊 寿一 島田 健太郎 安島 美保 島田 健太郎 國玉 眞江

坂東橋 堅太郎 島田 健太郎 岩波 知子 國玉 眞江 岩波 知子 ○森上 善史

岩波 知子 岩波 知子 田邊 寿一 醍醐 弥太郎 田邊 寿一

松井 知治 鈴木 恵一郎 内山 由里 松井 知治 島田 健太郎

工藤 秀機

高橋 昭三

●松井 知治

安島 美保 九島 健二 森上 善史 杉山 孝博 國玉 眞江 國玉 眞江

設楽 雅人 森上 善史 島田 健太郎 設楽 雅人 田邊 寿一 高橋 昭三

國玉 眞江 田邊 寿一 青島 正大 田邊 寿一 島田 健太郎 武井 智昭

相澤 健一 卜部 尚久 高橋 昭三 島田 健太郎 相澤 健一

醍醐 弥太郎

武井 直樹 九島 健二 杉山 孝博 杉山 孝博 杉山 孝博

田邊 寿一 森上 善史 設楽 雅人 島田 健太郎 水村 泰夫

相澤 健一 菅原 和彦 笹島 久司 相澤 健一

川崎クリニック 午前 國玉 眞江 安島 美保(糖尿病) 武井 直樹(神経内科)

入田 博史 小池 陽子(糖尿病) 安島 美保(糖尿病) 家城 光志 杉山 孝博 邱 明麟 (消化器)

設楽 雅人 (消化器) 小沼 さとみ 中川 英刀 家城 光志 家城 光志

家城 光志 担当医交代制 担当医交替制 熊手 絵璃 担当医交替制

後藤 有紀(再診のみ)

西川 泰弘 小池 陽子(糖尿病) 邱 明麟 (消化器) 家城 光志 家城 光志 邱 明麟 (消化器)

家城 光志 担当医交代制 中川 英刀 柏木 克仁 家城 光志

夕方 家城 光志 佐々木 陽典

午前 金子 明代 金子 明代 眞田 和賢(消化器) 三枝 好幸(消化器) 金子 明代 担当医交替制

眞田 和賢(消化器) 窪田 徹 鈴木 恵一郎 大薗 裕

○赤堀 正 三枝 好幸(消化器)

■呼吸器内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

青島 正大 坂東橋 堅太郎 青島 正大 青島 正大 青島 正大 坂東橋 堅太郎

三好 嗣臣 島貫 結衣

青島 正大 坂東橋 堅太郎 田中 直彦 青島 正大 坂東橋 堅太郎 坂東橋 堅太郎

坂東橋 堅太郎 島貫 結衣 松井 知治 加藤 千明

松井 知治

夕方 坂東橋 堅太郎 田中 直彦 青島 正大

■消化器内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

岡本 法奈 森重 健二郎 中島 祥裕 大前 芳男 谷口 文崇

小野 颯

田中 洋輔 塚本 啓祐 ※大前 芳男

●2･4週のみ診療 ●谷口 文崇

午前 設楽 雅人 中川 英刀 邱 明麟

午後 邱 明麟 中川 英刀 邱 明麟

■消化器系総合診療科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

古谷 亮 古谷 亮 古谷 亮 小金井 裕之 古谷 亮 ○小金井 裕之

高石 祐子 小金井 裕之 小金井 裕之 高石 祐子 下田 陽太 佐藤 信雄

宮副 由梨 宮副 由梨 圓地 眞知子 南 達也

　　○1.3.5週のみ診療 □神尾/河原

　　□1･3･5週/2･4週 古谷 亮 古谷 亮 小金井 裕之 小金井 裕之 古谷 亮

　　■1.2.3.4週のみ診療 高石 祐子 小金井 裕之 宮副 由梨 佐藤 高広 高石 祐子

宮副 由梨 ■菊岡 良考 宮副 由梨 圓地 眞知子

武田 剛志

■甲状腺外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

川崎幸クリニック 午後 九島 健二

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ 午後 九島 健二

川崎幸クリニック

  〇2・3週のみ診療

●2週目のみ診察

午前

担

当

医

交

替

制

(

当

日

受

付

の

み

)

午後

夕方

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

※第4週は岡本法奈医師

午前

午後

川崎・鶴見地区　石心会外来担当表

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ
午前

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

午前

午後

さいわい鶴見病院

〇2･4週のみ診療 午後

川崎幸クリニック

午前

午後

午後



■発熱外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

田邊 寿一 武井 智昭 松井 知治 西野 恭平 坂東橋 堅太郎 金谷 智史

〇大山 裕太郎 金谷 智史

田中 直彦 嶋田 健太郎 松井 知治 吉田 浩紀 青島 正大

大山 裕太郎 金谷 智史

■循環器内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

大西 隆行 福永 博 高橋 英雄 福永 博 桃原 哲也 池田 篤史

▲齋藤 直樹 福冨 基城 ▲齋藤 直樹 安藤 智 渡邉 直

渡邉 直 ○伊藤 賀敏 渡邉 直 渡邉 直

笹島 久司

齋藤 直樹 谷崎 友香 渡邉 直 渡邉 直 桃原 哲也

和田 真弥 ◆○伊藤 賀敏 笹島 久司 滝口 洋 羽鳥 慶

渡邉 直 大関 敦子 □塗木 裕也 辻 正樹 佐々木 法常

鈴木 高明 ■山本 慧

渡邉 直 渡邉 直 渡邉 直

▲●齋藤 直樹

川崎クリニック 午前 佐々木 法常 羽鳥 慶

午前 笹島 久司 ○上野 明彦 伊藤 正道

午後 笹島 久司 ○上野 明彦

午前 中野 考英 佐々木 法常 高橋 英雄

午後 伊藤 良明

■循環器系総合診療科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 星野 公彦 星野 公彦 星野 公彦 中島 良太 星野 公彦 ●星野/芦田

午後 星野 公彦 星野 公彦 星野 公彦

■睡眠時無呼吸外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 楢戸 律子

午後 内山 由里

■神経内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

武井 直樹 武井 直樹 武井 直樹 武井 直樹 岩波 知子

岩波 知子 岩波 知子 岩波 知子

■肝臓内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 沼田 和司

午後 ●山極 洋子

■小児科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

小牧 文代 渡辺 美紀 小牧 文代 小牧 文代 小牧 文代 担当医交代制

越智 彩子 太田 遥佳 渡辺 美紀 磯山 恵一 渡辺 美紀

小牧 文代 布山 正貴 小牧 文代 小牧 文代 小牧 文代 担当医交代制

石井 龍 杉原 諄哉 大貫 裕太 磯山 恵一 大塚 康平

■婦人科・女性外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

長谷川 明俊 新城 梓 黒田 浩 長谷川 明俊 岩﨑 真一 舩田 瑛太郎

大伴 里沙 黒岩 華子 大伴 里沙 大伴 里沙 鈴木 浩基

舩田 瑛太郎 新城 梓 黒田 浩 長谷川 明俊 岩﨑 真一

大伴 里沙 大伴 里沙 黒岩 華子 大伴 里沙 大伴 里沙

午前 担当医交代制 ○担当医交代制

午後 北野 孝満

■漢方外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

  川崎幸クリニック 午前 坂本 忍

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 午後 金子 明代 金子 明代

午前 金子 明代

午後 金子 明代

■心療内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

天野 雄一 天野 雄一 村崎 舞耶 天野 雄一 天野 雄一

中村 祐三

天野 雄一 天野 雄一 天野 雄一 天野 雄一

小山 明子

夕方 天野 雄一

■老年科（認知症外来） 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 和田 秀樹

午後 野崎 恭子 和田 秀樹

■物忘れ外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午後 星野 瑞生

夕方 星野 瑞生

担当

医交

代制

午後

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ
午前

　　▲不整脈外来

　　◆失神外来

　　■ペースメーカー外来

　　●1・3週のみ診療

　　○2・4週のみ診療

　　□1.2.3.4週のみ診療

午後

夕方

川崎幸クリニック

〇10時診察開始

午前

担

当

医

交

代

制午後

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

午前

午後

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

○1･3･5週のみ診療

さいわい鶴見病院

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

●2・4週/3・5週

川崎幸クリニック

川崎幸クリニック 午後

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

（男性医師）○1･3･5週

さいわい鶴見病院

川崎幸クリニック

午前

午後

川崎幸クリニック

川崎幸クリニック

●14:30開始

川崎幸クリニック

午前

川崎幸クリニック

■外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ ●◇関川 浩司 ●◇関川 浩司 ●○◇関川 浩司 ●原 義明 ●◇小根山 正貴 ●□◇小根山/◇関川

　●9:30開始　◇肛門外科 ●伊藤 慎吾 ●◇成田 和広 ●石山 泰寛 ■高橋/●交代制 ●◆網木 学 

　◆減量･逆流性食道炎外科 ◇伊藤 慎吾 ◇関川 浩司 石山 泰寛 ◇後藤 学 ◇小根山 正貴

　○1・3・4・5週 □皆川/◇関川 ◇成田 和広 ◆網木 学 原 義明 望月 一太郎

　■1･2週/交代制(3･4･５週) ◇成田 和広 皆川 結明 望月 一太郎

　□1･3･5週/2･4週

■食道外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ●9:30開始 午前 ●日月 裕司

■呼吸器外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 山口 寛和 長山 和弘

午後 藤野 昇三 藤野 昇三

■乳腺外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

木村 芙英 木村 芙英 中村 幸子 中村 幸子 木村 芙英 ●関/中村

関 晶南 中村 幸子 関 晶南 関 晶南 平野 沙樹 担当医交替制

担当医交替制 中村 幸子 中村 幸子 木村 芙英 ○木村 芙英

関 晶南 関 晶南

午前 ○平野 沙樹 後藤 有紀 関 晶南 邱 明麟

午後 木村 芙英 邱 明麟 中村 幸子 邱 明麟

午前 武田 泰隆

午後 武田 泰隆

■心臓外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

高梨 秀一郎 高梨 秀一郎 和田 賢二 清水 篤 内室 智也

富永 麿 吉尾 敬秀

■大動脈外科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 担当医交替制

長江 恒幸 長江 恒幸 中山 幸輝 嵯峨根 正展 鎌田 聡

担当医交代制 藤田大司(術後) 担当医交代制 担当医交替制 担当医交代制

■血管外科(下肢静脈瘤ｾﾝﾀｰ) 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 長江 恒幸 長江 恒幸 長江 恒幸 長江 恒幸

午後 長江 恒幸 長江 恒幸

■腎臓内科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

午前 佐藤 文絵 柏葉 裕 大城 剛志

午後 小向 大輔 中島 豊 宇田 晋 塚原 知樹

午前 熊田 千晶 宇田 晋 ▲山崎 あい ▲中島 豊 中島 豊

宍戸 寛治 ▲小向 大輔 金子 朋広 中島 豊

若狭 幹雄 ▲中島 豊 ▲(併診)酒井 行直

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ 午前 ▲甲斐 恵子

 ▲2週目は腹膜透析(PD)外来併診 午後 木暮 照子

随時

■糖尿病外来 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

安島 美保 森上 善史 和田 美輝 森上 善史 安島 美保 三留 博子

川井 仁 五日市 篤 和田 美輝 三留 博子 相澤 吉比古

塚原 佐知栄

森上 善史 三留 博子 西條 美佐 安島 美保 植木 響政

五日市 篤 森上 善史

林 周兵

川崎クリニック 午前 安島 美保 森上 善史

午前 小池 陽子 安島 美保

午後 小池 陽子

さいわい鶴見病院 午前 上田 晴美 久間 里紗 阿久井 めぐみ

〇1･3週のみ診療 午後 阿久井 めぐみ 上田 晴美 〇瀬上 瑛子 久間 里紗

■泌尿器科 時間帯 月 火 水 木 金 土 日

竹内 晋次郎 鈴木 理仁 渡邉 蔵人 清水 知 槇山 和秀 渡邉／清水

森山 正敏 森山 正敏 森山 正敏 ◆中村 真波 森山 正敏 担当医交代制

◆中村 真波

    ◆女性尿器科外来 竹内 晋次郎 鈴木 理仁 渡邉 蔵人 清水 知 槇山 和秀

    〇1週目休診 森山 正敏 森山 正敏 ○森山 正敏 ◆中村 真波 森山 正敏

    ●2･4週のみ診療 ◆中村 真波 ●伊藤 悠城

    ▲1･3･5週のみ診療 ▲滝澤 弘樹

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ 午前 野田 泰照

※診療時間はお問い合わせ下さい 午後 鈴木 理仁 ※野田 泰照

　　●1･3･5週/2･4週

　　○1･2･3･5週のみ診療
午後

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

○1･3･5週のみ診療

さいわい鶴見病院

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 午前

午前

午後

夕方

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 午前

午後

朝倉 裕士（診療日時につきましては、お問い合わせください。）

川崎幸クリニック

午前

午後

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ

午前
第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ
午後

第二川崎幸ｸﾘﾆｯｸ

川崎幸クリニック

川崎クリニック

▲腹膜透析(PD)外来 午後


