
2023年3月　 外来担当医表
1月30日現在

整 　形　 外　 科
午　　　前 午　　　後

診察室２ 診察室３ 診察室５ 診察室６ 診察室７ 診察室1／診察室2 診察室３ 診察室５ 診察室６ 診察室７

月 真鍋 和 西脇 徹 湯澤 洋平 瀬川 知秀 髙野 裕一 中元 秀樹 金子 剛士 内山 英司 山口 玲

予約診療 ①予約優先 予約診療 ①予約優先 予約診療 ①予約優先
（脊椎・一般） （股関節・一般） （脊椎） （脊椎） （脊椎） （脊椎・一般） （脊椎） (スポーツ・下肢） (スポーツ・下肢）

火 富永 亮司 横須賀 純一 髙野 裕一 岩井 宏樹 金子 剛士 福島 成欣 瀬川 知秀 湯澤 洋平 内山 英司 山口 玲

①予約優先 予約診療 予約診療 ①予約優先 ①予約優先 予約診療 予約診療 ①予約優先
（脊椎・一般） （脊椎） （脊椎） （脊椎） （脊椎） （脊椎・一般） （脊椎） （脊椎） (スポーツ・下肢） (スポーツ・下肢）

水
横須賀 純一 金子 剛士 大島 寧 中元 秀樹 游 敬 横須賀 純一 柳澤 和芳 富永 亮司

①予約優先 ①予約優先 予約診療 ①予約優先 ①予約優先 ①予約優先
（脊椎） （脊椎） （脊椎） （脊椎・一般） （脊椎・一般） （脊椎） （脊椎・一般） （脊椎・一般）

木
瀬川 知秀 髙野 裕一 内山 英司

山口 玲
坂本 龍司

稲波 弘彦 二木 康夫
中元 秀樹 湯澤 洋平 富永 亮司

①予約優先 ①予約優先 予約診療

２・１６日のみ ２・１６日のみ ２３・３０日のみ

①予約優先 予約診療 予約診療 ①予約優先 ２３・３０日のみ 予約診療

（脊椎） （脊椎） (スポーツ・下肢） (スポーツ・下肢） （脊椎・一般） (脊椎) （膝関節・一般） （脊椎・一般） (脊椎) （脊椎・一般）

金

大科 将人 横須賀 純一 富永 亮司
①予約優先 ①予約優先

清水 玄雄 中元 秀樹
瀬川 知秀 山口 玲

３・１７・３１日のみ ３・１７日のみ
①予約優先 ①予約優先

（脊椎・一般） （脊椎） （脊椎・一般） （脊椎・一般） （脊椎・一般） （脊椎） (スポーツ・下肢）

土 一般外来 一般外来 一般外来

備考②参照 備考②参照 備考②参照

内　　　　科 ＜備考＞
午　　前 午　　後 ①

予約優先の医師は、予約患者数により受診できない場合がございます。

診察室１ 診察室２ 診察室１ 診察室２ 直接来院頂きましても当日中に受診できない場合がございます。予めご了承下さい。

月 平田 真美 ② 整形外科　土曜日　担当医
（上記の表も合わせてご確認下さい）

（一般・循環器）

火 平田 真美

診察室5 診察室6 診察室7

４日 福島 成欣 ／ － ／ 横須賀 純一

（脊椎・一般） （脊椎）
（一般・循環器）

水

南淵 明宏 診察室5 診察室6 診察室7

１１日 道下 和彦 ／ － ／ 平井 志馬
８・２２日のみ

予約診療 （人工関節・一般） （脊椎・一般）

（心臓血管外科）

木 伊藤 史麿 奥山 浩
診察室5

予約診療 （脊椎）

診察室6 診察室7

１８日 横須賀 純一 ／ － ／ 戸澤 慧一郎

（脊椎・一般）

（一般・呼吸器） （心臓血管外科）

金 平田 真美

診察室5 診察室6 診察室7

２５日 小口 史彦 ／ 齊木 文子 ／ －
（脊椎・一般） （脊椎・一般）

（一般・循環器）

土
勝瀬 一登

①予約優先
（一般・神経）

＊診療受付・開始時間

初診・再診受付時間
整形外科・内科 ８時３０分～１１時００分／１３時００分～１６時００分　※土曜日は午前中のみ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ８時３０分～１１時００分／１３時００分～１６時００分　※土曜日は午前中のみ

東京都品川区東品川３-１７-５　

診療開始時間
整形外科・内科 ９時００分～ 　　　　　　　／１３時３０分～　　　　　　　　 ※土曜日は午前中のみ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ９時００分～ 　　　　　　　／１３時３０分～　　　　　　　　 ※土曜日は午前中のみ

電話番号 ： ０３ － ３４５０ － １７７３
※手術希望の方は、　緑の背景色　　で囲まれた医師の診察をお受けください。

稲波脊椎・関節病院

＊休診日 住　所 ： 〒１４０－０００２

土曜日午後、日曜・祝日、年末年始

緑の背景色


