
生活習慣病栄養指導外来　「協力医療機関」　予約担当窓口等一覧表　 
　　　　　　　　　　　 一般社団法人西多摩医師会

  ◆平成３０年４月１日時点（Ｖｅｒ７） 　　　　　  　西多摩地域糖尿病医療連携検討会

役職等 担当者氏名 予約先電話番号 （ＦＡＸ番号）

月曜～金曜 （代表）042-551-1111 月曜～金曜

初回/１３：００～　２,３回目/９：１５～
１６：３０（最終受付時間帯１６：００

～）
患者支援センターへ ８：３０～１７：１５

火曜日・金曜日 (代表)042-553-3511 火・水・金

初回：外来受付時間へ（9：00～11：30）
２回目以降：10：00～11：30 管理栄養士 朱通　弓子 栄養科へ １４：００～１７：００

金曜日・日曜日以外で応相談 (代表)042-551-1311 月曜～日曜

　9：30～、10：00～、10：30～、15：30～、
16：00～、16：30～（各30分） 管理栄養士 小松　丈博 栄養科へ 9：00～11：00、15：30～18：00

毎週水曜/第四月曜/第一・第三金曜
/第三土曜 月～金　9：00～16：00

（※別紙をご参照下さい） 事務 栗原まり子 土　9：00～12：00

（応相談にて予約制） (代表)042-551-2312 月・火・水・金

１０：００～１６：００ 看護部へ ９：００～１７：００

月曜日・金曜日 (代表)042-556-2311 月曜～金曜

９：３０～１２：００ 管理栄養士 佐藤　竜馬 栄養科へ ９：００～１２：００

（第二・第三・第四）水曜日 (代表)042-556-5280 月～木曜、土曜

１５：００～１７：００ 看護師 馬場　直美 看護部へ 9：00～12：30、15：00～18：00

（応相談にて予約制） (代表)042-557-7995 月・火・木・金

１０：００～１６：００ 看護部へ ９：００～１７：００

月曜～金曜 (代表)042-554-0838 月曜～金曜

9：30～11：30、14：00～16：30 管理栄養士 中川　久美 栄養科へ 9：00～12：00、13：00～17：00

水曜日・金曜日 月火水金9：00～12：00、15：00～17：00

１０：００～１２：００ 事務 吉野　晴子 木土9：00～12：00

火曜15：30～（診察15：00） (直通)0428-31-5283 月～金９：００～１７：００

金曜11：30～（診察11：00） 地域医療連携支援室 土９：００～１３：００

042-554-8805

0428-31-5638

042-555-1800

(医社)仁成会高木病院

（医社）天陽会柳田医院 柳 田　和 弘 月４例羽村市羽東1-30-20 狩野　照誉

042-556-2034

（未　定）

栄　養　科

(医社)幹人会菜の花ｸﾘﾆｯｸ 瑞穂町殿ヶ谷454-2 宮元   周作 林　　真澄 月４例

(医社）久遠会高沢病院 瑞穂町二本木722-1 奥 井  重 徳 佐藤　竜馬 月１例

栄　養　科

042-556-5230

042-557-7996

042-554-3009

（医社）成蹊会丸野医院 瑞穂町長岡1-14-9 丸 野　仁 久 奥山みさ子 月６例

看  護  部

中川　久美

看  護  部

042-551-9739(医社)幹人会福生ｸﾘﾆｯｸ 福生市加美平3-35-13 玉 木  一 弘 澤田　直子 月４例

予約連絡先

042-551-6164

(医社)大聖病院　　　 福生市福生871 宮 川　和 子 月１０例

栄　養　科

042-552-7673

042-553-2793

(医社)悦伝会目白第二病院 福生市福生1980 安 部      学
月５例程度（※現
在、受け入れ停

止中です。）

栄　養　科

朱通　弓子

小松　丈博

予約電話受付可能
＜曜日・時間帯＞

(医社)高村内科クリニック 福生市福生1044 高 村      宏 月１０例程度 042-530-2710 042-530-2730

管理栄養士
栄養指導受入可能
＜曜日・時間帯＞

公立福生病院　　　　　　　 松 山　　 健 月１０例

患者支援センター

住　　　所

福生市加美平1-6-1

医　療　機　関　名 院　　　長
栄養指導外来
受入可能数

予約担当窓口

中出　直子

土屋　倫子

受　　　付

地域医療連携支援室

受　　 　付

青梅市今寺5-18-19 南  　 明 宏 浅枝　恵里子 月８例

看  護  部

(医社)葵会西多摩病院　　　 羽村市双葉町2-21-1 茂 木　瑞 弘



役職等 担当者氏名 予約先電話番号 （ＦＡＸ番号）

毎月第二木曜日 (代表)0428-24-3798 月曜～金曜

外来へ9：30～11：30の間に来院 管理栄養士 織田　直子 栄養科へ ９：３０～１３：００

毎月第一水曜日 (代表)042-597-0873 月曜～金曜

１０：００～１２：００ 管理栄養士 青木　汐里 栄養科へ ９：３０～１７：００

 高橋　江理子 金曜日 (代表)0428-24-7501 月曜～金曜

   金井  夏美 10：00～11：00、14：30～16：30 管理栄養士
高橋江理子
金井夏美

栄養科へ 10：00～11：00、14：30～16：30

毎月第三水曜日 (代表)0428-31-6632 月曜～金曜

１５：００～１６：００ 管理栄養士 松井しのぶ 栄養科へ ９：３０～１２：００

水9：30～11：30、14：00～16：00 (代表)042-570-1130 月・火・水・金・土

金9：30～11：30、土10：00～12：00 管理栄養士 三瓶直美 栄養科へ ９：３０～１７：００

月曜～金曜 (直通)0428-21-6120 月曜～金曜

初回/９：３０
２,３回目/９：００～１６：００

地域連携室へ ８：３０～１９：００

◆公立阿伎留医療センター及び検討中の病院（日の出ケ丘病院）につきましては、詳細が決まり次第、追記したものを掲載させて頂きます。

◆目白第二病院は、栄養指導外来の受け入れを停止中です。また再開が決まり次第、追記したものを掲載させて頂きます。

◆別紙　（医社）高村内科クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養指導実施可能日と可能時間帯の予定表　（原則）

毎週水曜日 × ４例

第１金曜日 １０：００～１２：００ ２例

第３金曜日 １２：００～１３：００ １例

第３土曜日 ９：００～１２：００ ２例

第４月曜日 １０：００～１２：００ ２例

合　　計 １１例

実施可能曜日
実施可能時間帯

（午　前）
実施可能症例数

（月）
実施可能時間帯　（午　後）

１５：００～１７：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

×

１５：００～１８：００

寺本  礼子

(医社)倭林会武蔵野台病院　　　 青梅市今井1-2586 鈴 木　史 朗 松井しのぶ

(医社)三秀会羽村三慶病院　　　 羽村市羽4207 三 浦  剛 士 三瓶  直美

青梅市立総合病院　　　 青梅市東青梅4-16-5 原　  義　人

(医財)利定会大久野病院 日の出町大久野6416 進 藤     晃 青木　汐里 月１例～３例

栄　養　科

042-597-3339

(医社)三秀会青梅三慶病院　　　 青梅市大柳町1412 赤 岩　重 雄 月１例～３例

栄　養　科

0428-23-7307

予約電話受付可能
＜曜日・時間帯＞

0428-23-6914

医　療　機　関　名 住　　　所 院　　　長 管理栄養士
栄養指導外来
受入可能数

栄養指導受入可能
＜曜日・時間帯＞

予約担当窓口 予約連絡先

(医社)和風会多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 田口　弘之青梅市長渕9-1412-4 織田　直子

栄　養　科

月１例

栄　養　科

042-570-1137

月１例

栄　養　科

0428-32-6033

0428-25-1854

月５例

※連携室へ電話連絡後、情報提
供書をＦＡＸして下さい。

月４０例程度
（２例/日）

地域連携室


