
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

循環器 金子
(10:00～）

豊田 豊田 金子

消化器 市川雪
市川雪

鈴木卓
森野 橋本 橋本 鈴木卓

（11：30終了）

内科一般 砂川 砂川 若杉 安達

今野 今野 新井 新井 和田

小林 小林

神経内科 江島 江島 池口 池口

血液内科 飯塚 飯塚

内科 新美 新美 簗瀬 簗瀬 新美 新美

外科 小西
（14：30～）

消化器・乳腺

脳神経外科 丹羽 杉浦 杉浦
望月
(14:00～
16：00）

望月
久司

植田
（脳血管内

治療）

井上 井上 島 島 杉浦

ガンマナイフ 中谷
（完全予約制）

中谷
（完全予約制）

中谷
（完全予約制）

中谷
（完全予約制）

頭痛外来 中谷

小山 小山
（16：00終了）

村田 金井 市川裕 東儀 東儀 金井 市川裕 金井

山内 山内
（15：30～）

北見
（14：30～）

岩井 岩井

順天
（第1・3・5週：

　　有井）
（第2・4週：

　順天）

順天 竹下 竹下 三浦 三浦 鈴木 岩間
（甲状腺）

岩間 寒竹
（第4週）

田上
（第1・3週）

田上
（第1・3週）

（15：00終了）

阿久根 阿久根
（16：00終了）

村瀬 村瀬 白男川 白男川

降矢

熱海所記念病院　外来担当表
外来受付時間　  午前  8時30分 ～ 12時00分　/　午後　13時30分 ～ 16時30分

初診でも予約可能です。前診療日までにお電話下さい。（予約なしでも診察可能）

※赤文字は変更箇所

月 火 水 木 金 土

内
科

糖尿病

呼
吸
器

外
科

安倍
加藤

安倍
外科一般 楢原 楢原 加藤

東京女子医大 東京女子医大

安倍

【予約受付時間】
前診療日までに
お電話下さい

脳
神
経

外
科

整形外科

泌尿器科 東京女子医大
※橋本14：30終了

皮膚科

小児科

ペインクリニック

婦人科

リハビリ
テーション科

月～金　9：00～17：00
　 土　   9：00～12：30

　　 　医療法人伊豆七海会 〒413-0022熱海市昭和町20-20

熱海所記念病院 0557-82-3000
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　　 ★村田寿馬   　　　 　　　　　　 整形外科一般
　　 ★東儀季功   　　　 　　　　　　 整形外科一般
　　 ★小西隆允  　　　 　　　　　　 整形外科一般

　　　　　　　　　　　　　　　　外来担当医師の専門分野　　　　　　　　　　　★非常勤医

■内　科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　 金子雅史　　　　　　　　　　　 循環器内科　　　　（心臓病、心筋梗塞、狭心症）
　　　　橋本善弘　　　　　　　　　  　 消化器内科　　　　（胃・大腸・食道・肝臓）
　　　　和田雄樹　　　　　　　　　  　 糖尿病内科　　　　（糖尿病・代謝・内分泌）

　　 ★若杉　尋　　　　　　　　 　 　　内科一般

　　 　 鈴木　 卓　　　　　　　　 　　　消化器内科　　　　（胃・大腸・食道・肝臓）

　　 ★新井克典　　　　　　　　　　　 糖尿病内科　　　　（糖尿病・内科一般）
　　 ★小林高明　　　　　　　　 　　　糖尿病内科　　　　（糖尿病・内科一般）
　　 ★今野一誠　　　　　　　　 　　　糖尿病内科　　　　（糖尿病・内科一般）
　　 ★新美智康　　　　　　　　 　　　呼吸器内科　　　　（喘息、肺の病気）
　　 ★簗瀬希代子　　　 　　　 　　　呼吸器内科　　　　（喘息、肺の病気）

　　 ★豊田   徹　　　            　 　　循環器内科　　　　（心臓病、心筋梗塞、狭心症）

　　 ★森野文敏　　　　　　　　 　　　消化器内科　　　　（胃・大腸・食道・肝臓）
　　 ★市川　雪 　　　　　　　　 　　　消化器内科　　　　（胃・大腸・食道・肝臓）
　　 ★砂川浩弥　　　　　　　　 　　　内科一般　
　　 ★安達昌子　　　　　　　　 　　　内科一般
　　 ★飯塚和秀　　　　　　　　 　　　血液内科

　　　　望月悠一　　　　部長　　　　脳神経外科一般

■神経内科　認知症、パーキンソン病、手足のしびれ、歩行障害、神経難病 等 多彩な脳の病気を診療します。
　　 ★江島経子 　　　　　　　　　   神経内科一般
　　 ★池口亮太郎　　　　　　　　 　神経内科一般
■外科　胃腸科 肛門科 呼吸器科/乳腺 甲状腺 血管外科 ペースメーカー
　　　　安倍知見　　　　 部長　　　  一般外科、胃、腸、肝、胆、膵、乳腺、甲状腺、呼吸器、胸部、内視鏡
　　　　楢原克典　　　　 　　　　　　  一般外科
　　　　加藤正人　　　　 　　　　　　  一般外科
　　 ★小西康人　　　　　　　  　 　　呼吸器外科（順天堂大学医学部附属静岡病院）

■脳神経外科　　頭痛、めまい、麻痺、けいれん、意識障害などを起こす脳の病気を治療します。
　　　　杉浦　 誠　　　　 名誉院長　脳腫瘍、てんかん、頭痛、脳神経外科一般
　　　　中谷幸太郎 　　 ガンマナイフ部長　　　  ガンマナイフ治療・脳神経外科一般

■泌尿器科　　泌尿器科全般

　　　　丹羽章浩　　　　　　　　　　　脳神経外科一般
■ガンマナイフ　　ガンマ線で病巣を治療できる短時間・低浸襲な先進治療
　　　　中谷幸太郎 　　 部長　　　  脳腫瘍、脳血管障害、脳機能疾患等
■整形外科　　　頚、肩、膝、腰の痛み、けが、骨粗しょう症など骨や関節の病気を治療します。
　　　　金井　 洋　　　   院長　　　  脊髄、関節、整形外科一般
　　　　市川裕一　　　　　　　　　　　整形外科一般
　　 ★小山尊士　    　　　　　　　　 整形外科一般

■皮膚科　　　皮膚科全般、じんま疹、アトピー性皮膚炎等
　　 ★北見　 周   　　　　　　　　 　 皮膚科全般
　　 ★岩井信策   　　　　　　　　 　 皮膚科全般
　　 ★山内輝夫  　　　　　　　　  　 皮膚科全般

　　 ★阿久根 透  　　　　　　　　 　 麻酔、ペインクリニック

　　 ★東京女子医大   　　　　　　　泌尿器科全般（東京女子医科大学より２～３名の医師がローテーションにて外来診察）

■小児科　　　小児科全般、予防接種及ぶ乳幼児健診も実施
　　 ★岩間カールソン彩香　　　 　 小児科全般  予防接種 ・ 甲状腺
　　 ★有井　直人　　　　　 　　　 　 小児科全般  予防接種 
　　 ★寒竹　正人　　　 　 　　　　　 小児科全般  予防接種 
　　 ★竹下　英里　　　 　 　　　　　 小児科全般  予防接種 
　　 ★三浦　孝夫　　　 　 　　　　　 小児科全般  予防接種 
　　 ★鈴木　健之　　　 　 　　　　　 小児科全般  予防接種 
■麻酔科 ペインクリニック
　　神経ブロック、局所麻酔法などで”痛み”を治します。花粉症、帯状ヘルペスも治療致します。
　　 ★田上　 惠   　　　　　　　　 　 麻酔、ペインクリニック（東邦大学医療センター佐倉病院 教授）

■婦人科　　　
　　 ★村瀬佳子　 　　　　　　　　　　婦人科全般
　　 ★白男川邦彦　　　　　　　　　　婦人科全般
■リハビリテーション科　　　
　　 ★降矢芳子　 　　　　　　　　　　リハビリテーション全般


