
近代看護を築いたナイチンゲールの誕生日
にちなみ、5月12日を「看護の日」として
います。

浜松医療センターでは平成26年5月18日
（日）にイオンモール浜松志都呂店（浜松
市西区）にて、看護師によるイベントを開
催しました。
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基本理念
安全・安心な、地域に信頼される病院

平成２６年４月１６日（水）、当院職員の東
日本大震災における被災者の支援 活動
に対し、厚生労働大臣から感謝状をいた
だきました。

写真

「看護の日」

肛 門 の 病 気 の 主 な も の に
痔核（いぼ痔）裂肛（切れ痔）
痔瘻（じろう：あな痔）などがあ
ります。

恥ずかしい・手術が怖いイメージ
がありますが、ご気軽に受診して
ください。

《主な治療方法》
・軟膏（なんこう）療法

痔核の症状に有効な方法

・硬化療法
従来の手術よりも楽な治療方法

肛 門 疾 患 外 来 は 消 化 器 外 科 外
来です。外来日は火曜日です。

詳しくは裏面の外来診療担当医表
をご覧ください。

看護師募集中
～詳しくは
ホームページをご覧ください～

・ミニ白衣に着替えて、
うれしそうな女児

・看護師による健康相談や血圧測定を受ける参加者

・医療について学ぶ参加者



受付時間　　午前８時３０分～午前１１時
月 火 水 木 金

加藤　俊哉 加藤　俊哉 加藤　俊哉 加藤　俊哉 加藤　俊哉
水谷　敦史 水谷　敦史 水谷　敦史 水谷　敦史 水谷　敦史

泌尿器科 後藤　修一 中込　一彰 後藤　修一 中込　一彰
金井　俊和 平山　一久 西脇　由朗 林　忠毅 池松　禎人
藤田　剛 田村　浩章 大菊　正人 山下　万平 山本　淳史

中村　明子

外科（甲状腺） 池松　禎人

ヘルニア外来 金井　俊和 林　忠毅

ポート外来 大菊　正人 山本　淳史

肛門疾患外来 平山　一久
徳永　祐二 鈴木　英絵
鈴木　英絵 徳永　祐二

（Pm再診予約のみ）

朝井　克之(Am) 籾木　茂
鈴木　一也(Pm) 望月　孝裕

佐々木　一義
（Pm予約のみ）

高齢者脳神経科 坂本　政信
（医療連携室予約のみ）

非常勤医
（医療連携室予約のみ）

心臓血管外科 田中　國義 平岩　卓根

神経内科 尾内　康臣 坂本　政信 坂本　政信 坂本　政信

漢方外来 玉嶋　貞宏

禁煙外来 担当医（Pm予約のみ）

牧田　和也 菰田　秀典 浅野　研一 浅野　研一 森田　大悟（第1・3・5）

伊藤　禎志 (医療連携室・院内紹介のみ) 黒須　健太 (医療連携室・院内紹介のみ) 菰田　秀典（第2・4）

甲山　篤

菰田　秀典（Am） 吉田　剛 甲山　篤（Pm膝・肩）隔週

森田　大悟（Pm） 牧田　和也 浅野　研一（Am）

吉田　剛（Am） 伊藤　禎志（Pm）

黒須　健太（Pm）

澤下　光二 中山　禎司 中山　禎司

大石　知也 澤下　光二 大石　知也

田邉　芳樹 田邉　芳樹(Am) 田邉　芳樹

荒井　真木 加藤　照幸（鼻副鼻腔外来） 荒井　真木

杉山　夏樹 杉山　夏樹 杉山　夏樹

加藤　照幸（鼻副鼻腔外来）

口唇口蓋裂センター 深水　秀一（第1 Pm）

内藤　克美

野町　晃彦(初診補助)

鈴木　晶子(Pm) 内藤　克美 内藤　克美(Pm）

野町　晃彦(Pm) 鈴木　晶子(Pm) 野町　晃彦(Pm)

蓜島　桂子(Pm) 蓜島　桂子 蓜島　桂子 蓜島　桂子 蓜島　桂子
（口腔ケア外来） （口腔ケア外来） （小児摂食障害外来） （特殊歯科外来） （口腔ケア外来）

内藤　慶子(Am) 内藤　慶子 内藤　慶子(Am)
（口腔ケア外来） （口腔ケア外来） （口腔ケア外来）

笠松　紀雄 小笠原　隆 矢野　利章 小笠原　隆 笠松　紀雄

田中　和樹 青島　洋一郎 田中　和樹 青島　洋一郎 矢野　利章

余語　宏介 長山　浩士 岡田　美咲 岡田　美咲
森田　浩(Am) 余語　宏介(Am) 長山　浩士(Am） 長山　浩士(Am）

岡田　美咲(Pm) 岡田　美咲(Pm) 余語　宏介(Pm) 余語　宏介(Pm)

田原　大悟 後藤　吉規（Pm） 田原　大悟
金岡　繁 影山　富士人 金岡　繁 吉井　重人 岩岡　泰志

川村　欣也 栗山　茂 影山　富士人 住吉　信一 伊藤　潤
髙橋　悟 鈴木　さつき 石田　夏樹 木次　健介 松浦　愛

内藤　健助
重野　一幸

山田　萌絵（Am・Pm）
（Pmは予約のみ）

松下　佳代
龍野　一樹（Am）

江崎　規員 江崎　規員 非常勤医 江崎　規員
(医療連携室経由初診予約のみ） (再診予約のみ） (再診予約のみ） (再診予約のみ）

岩永　優子（第1･3･5週)
平井　久也(第2･4週)

岡田　喜親 芹沢　麻里子 岩永　優子 山下　美和
松木　翔太郎 平井　久也 平井　久也 松井　浩之

松井　浩之
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ専門外来

芹沢　超音波外来（Pm）

新患 宮本　健 黒田　喜代子 中村　雅博 西田　光宏 宮本　健
西田　光宏 西田　光宏 宮本　健 黒田　喜代子 中村　雅博

担当医（交代制） 坂井　聡 黒田　喜代子 坂井　聡 担当医（交代制）

内分泌外来/藤澤泰子　第４ 小児外科･消化器外来/川原央好(第2) 循環器外来/石川　貴充(第2・4)

神経外来/宮本　健

内分泌外来/中西俊樹　第３

武藤　真広
武藤　真広（Amのみ） 小林　正和

古澤　健司 田島　史崇
古澤　健司（Amのみ）

田島　史崇（Amのみ）

武藤　真広（Pmのみ）

武藤　真広
澤崎　浩平

飯島　光晴 飯島　光晴 飯島　光晴 ストロンチウム外来 ストロンチウム外来
（Am予約のみ） （Am予約のみ） （Am予約のみ） （Am予約のみ） （Am予約のみ）

不整脈外来

松下　佳代

予防接種外来乳児検診

岡田　喜親

腎臓内科 

循環器内科

三澤　由幾
【受付時間　８：３０～１０：００】

大石　和久 大石　和久(Am) 武田　明日美 佐藤　太一

澤崎　浩平 福嶋　央

福嶋　央

松下　佳代

内分泌・代謝内科

呼吸器内科

形成外科 

特殊外来
（予約のみ）

再来

新患

神経外来/宮本　健

再診

専門
外来午後

澤崎　浩平

アレルギー外来/西田　光宏
(免疫療法外来）

原田　将英小林　正和

　　　　　　　　    浜松医療センター　　　　　　　　　
医療連携室　０５３－４５１－２７６０

ＦＡＸ　０５３－４５２－９２１７

代表電話　０５３－４５３－７１１１

救急科

リウマチ科

脳神経外科

新患

耳鼻咽喉科 

眼科 

歯科口腔外科

新患

再診

ペースメーカー

皮膚科

産科
婦人科

放射線治療外来

再診

新患

精神科 

産婦人科

３
号
館
１
階

３
号
館
２
階

血液内科

松下　佳代

田島　靖久
(成人ワクチンのみ)

【受付時間13:00～15:00】

内藤　健助 重野　一幸

野町　晃彦

野町　晃彦(Pm)

小児科 
午前

高宮　みさき

原田　将英

新生児科

内藤　克美

島谷　倫次 矢野　邦夫

横田　大輔

芹沢　麻里子

感染症内科 

消化器内科

山下　美和

消化器外科 

緩和ケア外来

乳腺外科 鈴木　英絵

呼吸器外科 

整形外科

股関節再建人工関節センター 

松浦　喜貴（Am）松浦　喜貴（Am）

平野　功

鈴木　晶子

岩瀬　敏樹（Am）
(完全予約制)

鈴木　晶子

三澤　由幾
【受付時間　８：３０～１０：００】

新患

再診

船井　和仁(Pm)
（第2・4のみ）

岩瀬　敏樹(完全予約制）

(伊藤･森田)

平成26年6月現在

隔週交代 隔週交代


