
外来診療　診療科別曜日別診察医一覧

令和5年5月1日現在

診療科名 月 火 水 木 金 土
脳神経内科 Ａ1 内田　信彰医師 中西　恵美講師 堀　有行教授（第3・14:00～16：00） 藤田　充世医師

Ａ Ａ2 朝比奈　正人教授 中西　恵美講師 濵口　毅教授 朝比奈　正人教授 濵口　毅教授

ブ 脳神経外科 Ａ3 林　康彦教授（紹介・予約） 立花　修医師（紹介・予約） 白神　俊祐講師 飯塚　秀明教授（紹介・予約） 林　康彦教授（紹介・予約） 飯塚　秀明教授（紹介・予約）

ロ Ａ4 渡邉　卓也講師 吉川　陽文医師 木村　亮堅医師

ッ 処置室

ク (病棟対診日) （手術日） (病棟対診日) （手術日） (病棟対診日）

糖尿病・内分泌内科 Ａ6 熊代　尚記助教（午前・初診) 中川　淳教授（午前 午後・再診） 熊代　尚記教授（再診） 熊代　尚記教授（午前・再診） 中川　淳教授（再診） 外来担当医（初診・再診）

（ Ａ7 竹田　安孝講師（午前・再診） 竹田　安孝講師（午前・初診 午後・再診） 中川　淳教授（午前・初診） 竹田　安孝講師（再診） 島田　圭司講師（午前・初診）

1

号 Ａ8 島田　圭司講師（午前・再診） 織田　恵里奈助教（午前・再診） 島田　圭司講師（再診） 島田　圭司講師（午前・初診 午後・再診） 生駒　麻貴助教（午前・再診）

棟

）血液・リウマチ Ａ5 坂井　知之医師（血液・膠原病） 北田　欽也医師（膠原病） 山田　和徳准教授（膠原病） 福島　俊洋教授（血液） 坂井　知之講師（血液・膠原病） 外来担当医

          膠原病科 Ａ9 水田　秀一教授（血液） 福島　俊洋教授（血液） 正木　康史教授（血液･膠原病） 正木　康史教授（血液・膠原病）

Ａ10 岩男　悠医師（膠原病） 山田　和徳准教授（膠原病） 水田　秀一教授（血液） 小野江　為人医師（膠原病） 柳澤　浩人医師（血液・膠原病）

（病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日）

皮膚科 Ａ11 清水　晶教授 (紹介・予約) 竹田　公信准教授（紹介・予約） 清水　晶教授（紹介・予約） 竹田　公信准教授（紹介・予約） 清水　晶教授（紹介・予約） 土曜

（ウイルス、脱毛、遺伝性疾患） （真菌、乾癬、アトピー） 担当医

Ａ12 竹田　公信准教授（初診・予約） 山口　礼門医師（初診・予約） 竹田　公信准教授（初診・予約） 多賀　史晃医師（初診・予約） 山口　礼門医師（初診・予約） １.竹田　公信准教授

２.多賀　史晃医師

Ａ13 藤井　俊樹講師（初診・予約） 多賀　史晃医師（初診・予約） 山口　礼門医師（初診・予約） 小野　弘登医師（初診・予約） 小野　弘登医師（初診・予約） ３.山口　礼門医師

４.多賀　史晃医師

外来担当医 小野　弘登医師（予約外） 落合　咲和子医師（予約外） 内山　恵里医師（予約外） 島田　瑶子医師（予約外） 多賀　史晃医師（予約外） ５.清水　晶教授

（病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日）

整形外科 Ａ14　午前 相馬　大輔医師 小野地　雄貴医師 織田　悠吾医師

（骨・関節・脊椎・ Ａ15　午前 福井　信医師 植田　修右講師

         末梢神経）Ａ16　午前 川原　範夫教授　 市堰　徹教授　 川原　範夫教授　

Ａ17　午前 兼氏　歩教授　 川口　真史准教授 兼氏　歩教授　

Ａ18　午前 川口　真史准教授　 外来担当医 織田　悠吾医師 外来担当医 市堰　徹教授　 外来担当医

Ａ19　午前 舘　慶之講師 相馬　大輔医師 舘　慶之講師

Ａ20　午前 髙橋　詠二講師 藤井　正文医師 髙橋　詠二講師

Ｂ39　午前 平田　寛明医師 平田　寛明医師

外来担当医（予診） 外来担当医（予診） 外来担当医（予診）

　　　午後

外来担当医 外来担当医 外来担当医

Ｂ40　午前 植田　修右講師 福井　信医師 松本　忠美教授（再診)　

(病棟対診日） （手術日） （病棟対診日） （手術日） （病棟対診日）

リハビリテーション Ａ16 松下　功教授（紹介・初診・自分の患者） 松下　功教授（紹介・初診・自分の患者） 松下 功教授（月２回)

（外来・病棟対診） （外来・病棟対診） （外来・病棟対診）

            医学科 Ａ17 影近　謙治医師（病棟対診・自分の患者） 田邉　望医師（月2回）

Ａ18 田邉　望医師（病棟対診・再診） 田邉　望医師（病棟対診・再診） 影近　謙治医師（月２回）

処置室 髙橋　千晶医師（病棟対診） 嚥下外来（外来・病棟対診） 髙橋　千晶医師（病棟対診） 嚥下外来（外来・病棟対診） 田邉　望医師（病棟対診）

ほか 松下　功教授（病棟対診・関節エコー専門外来） 山本　純平医師（午前） 川上　理医師（午前）

装具外来14：00～ 髙橋　千晶医師（病棟対診）

髙橋　千晶医師（病棟対診） 装具外来14：00～

放射線科 Ｂ31 IVR外来 IVR外来 土屋　紘一医師 土屋　紘一医師

Ｂ
ブ
ロ 放射線治療科 放射線治療室 太田　清隆医師 太田　清隆医師 太田　清隆医師（午前） 太田　清隆医師

ッ
ク 腎臓内科 Ｂ32 古市　賢吾教授（再診） 岡田　圭一郎医師（再診） 林　憲史講師（再診） 林　憲史講師(再診） 古市　賢吾教授（再診） B32）藤井　愛医師（第1)（再診）
（      矢部　友久医師（第2）（再診）

Ｂ33 矢部　友久医師（新患） 藤井　愛医師（新患） 野村　和利医師（新患） 矢部　友久医師（新患） 楠野　優衣医師（新患）      岡田　圭一郎医師（第3）（再診）

1      山﨑　恵大医師（第4）（再診）

号      野村　和利医師（第5）（再診）

棟 Ｂ34 山﨑　恵大医師(再診） 藤本　圭司准教授（再診） 横山　仁教授（再診） 藤本　圭司准教授（再診） 横山　仁教授（再診） B33）楠野　優衣医師（第1）（新患）

     喜多　芹菜医師（第2）（新患）

)

処置室
野村　和利医師/岡田　圭一郎医師
　　（移植外来・午後）

喜多　芹菜医師/岡田　圭一郎医師
　　　（移植外来・午後）

藤井　愛医師/矢部　友久医師
　　　　（ＰＤ外来）

     野村　和利医師（第3）新患）
     喜多　芹菜医師/中尾　真一郎医師（第4）（新

泌尿器科 Ｂ35 田中　達朗教授 近沢　逸平講師 國井　建司郎医師 近沢　逸平講師

Ｂ36

Ｂ37 宮澤　克人教授 宮澤　克人教授 田中　達朗教授 井口　太郎准教授 菅　幸大医師（入院患者対診は緊急のみ対応） 外来担当医（入院患者対診は緊急のみ対応）

Ｂ38 井口　太郎准教授 井上　慎也講師 森田　展代講師 井上　慎也医師

（手術日） (手術日)

形成外科 Ｂ39 宮永　亨講師（予約）

Ｂ40 島田　賢一教授（初診・予約・紹介） 島田　賢一教授（初診・予約・紹介）

Ｂ41 金子　貴芳講師（初診・予約外・予約） 金子　貴芳講師（予約外・病棟対診） 竹内　一博医師（初診・予約外・予約） 金子　貴芳講師（予約外・病棟対診） 岸田　沙里医師（初診・予約外・予約・午前） 金子　貴芳講師（初診・予約外・予約）

Ｂ42 川上　重彦教授（紹介） 柳下　幹男医師（予約・病棟対診） 山下　昌信准教授（予約・紹介） 金子　貴芳講師（予約・病棟対診） 小林　大吾医師（初診・予約外・予約）（第2）

岸邊　美幸准教授

小児外科 Ｂ43 田村　亮講師（第2・4・5） 岡島　英明教授 外来担当医（予約のみ） 岡島　英明教授 河野　美幸教授（第2・午前のみ） 河野　美幸教授（第1・3・5）

岡島　英明教授（第2・4）

Ｂ44 廣谷　太一医師（第1・3） 廣谷　太一医師（午後） 桑原　強講師 大浜　和憲医師（予約のみ） 桑原　強講師/廣谷　太一医師（第1・3・5）

中村　清邦医師 田村　亮講師/中村　清邦医師（第2・4）

（手術日） （手術日） （手術日）

小児科 Ｂ46 犀川　太教授（午前・初診） 岡田　直樹講師（午前） 佐藤　仁志講師（午後・再診） 犀川　太教授（午前・初診） 佐藤　仁志講師（午前） 外来担当医（初診）

岡田　直樹講師（午後・再診）

Ｂ47 土岐　真医師（午後・再診） 佐藤　仁志講師（午前・初診） 伊藤　順庸准教授（午前・初診） 佐藤　仁志講師 犀川　太教授（午前・初診）

Ｂ48 多賀　香織医師（午前・健診） 土岐　真医師（午後・再診） 中村　利美医師 土岐　真医師（午前・再診） 土岐　真医師（午前） 中村　利美医師（第1）

Ｂ49 森河　万莉医師（午後）

予診察 伊藤　順庸准教授 伊藤　順庸准教授（午後） 伊藤　順庸准教授（午後） 岡田　直樹講師（午後・再診） 藤木　拓磨講師（第1・3）

伊藤　順庸准教授（第2・4）

心理検査室 柳瀬　卓也医師（午前） 三井　善崇医師（午前・健診）

Ｂ45 感　染　用 感　染　用 感　染　用 感　染　用 感　染　用 感　染　用

小児心臓血管外科 B49 安藤　誠教授(午前・午後) 西野　貴子講師(午前・午後)

麻酔科 Ｃ50 高橋　完教授（術前外来） 松葉　聖医師（術前外来） 森川　高宗医師（術前外来） 本間　恵子医師（午後・術前外来） 木田　絋昌医師（術前外来）

Ｃ 松崎　伸彦医師
（術前外来・ペイン外来予約のみ）

ブ Ｃ51 岩﨑　愛医師（術前外来） 宮島　沙希医師（術前外来） 髙原　麻美医師 本間　恵子医師（術前外来）

ロ （ペイン外来予約のみ） （対診は緊急のみ対応）

ッ 歯科口腔科・ 加藤　崇雄講師 中野　旬之教授 中野　旬之教授（初診） 中野　旬之教授（初診） 中野　旬之教授 中野　旬之教授（初診）

ク 　     顎口腔外科 山内　陽太医師 山内　陽太医師（初診） 加藤　崇雄講師 加藤　崇雄講師 加藤　崇雄講師（初診） 加藤　崇雄講師

(

見立　英史講師（初診） 見立　英史講師 見立　英史講師（初診） 山内　陽太医師 見立　英史講師 山内　陽太医師

見立　英史講師

1

号

棟 矯正歯科 蓮本　美穂医師 出村 昇教授 出村　昇教授 蓮本　美穂医師 出村　昇教授/和田　悟史講師 出村　昇教授/和田　悟史講師

和田　悟史講師 和田　悟史講師 蓮本　美穂医師 和田　悟史講師 蓮本　美穂医師/出村　太一医師 蓮本　美穂医師/出村　太一医師

)

出村　太一医師 出村　太一医師 出村　太一医師

手術日 手術日

循環器内科 Ｄ69 梶波　康二教授（紹介・初診） 梶波　康二教授（第2・4）（9-14時）（紹介） 岩垂　瑞穂医師（予約外・対診）（D66) 梶波　康二教授（紹介・初診） 河合　康幸教授（予約外・対診）（Ｄ61)

Ｄ 秋田　恵理医師（第1・3・5）（予約外・対診）

ブ 楠目　裕基医師 （第2.4）（予約外・対診）

ロ Ｄ62 高村　敬明医師（午前・予約外・対診） 藤林　幸輔講師（予約外・対診） 石田　良子医師（予約外・対診） 梶波　康二教授（第1・3・5）（紹介・初診）

ッ
ク Ｄ63 上野　英一医師（予約外・対診） 河合　康幸教授（紹介・初診） 藤林　幸輔講師（午前・予約外・対診） 赤尾　浩慶准教授（予約外・対診） 高村　敬明医師（第1・3・5）（予約外・対診）

(

若狭　稔講師（第2・4）（紹介・初診）

Ｄ64 藤岡　央准教授（予約外・対診） 若狭　稔講師（予約外・対診） 藤岡　央准教授（午前・紹介・初診） 若狭　稔講師（予約外・対診） 赤尾　浩慶准教授（紹介・初診） 藤田　航医師（第1・3・5）（予約外・対診）

1 安田　有志医師（第2・4）（予約外・対診）

号

棟 Ｄ65 安田　有志医師（予約外・対診） 青木　洋文医師（午後・予約外・対診） 藤田　航医師（予約外・対診） 佐伯　泰彦医師 （予約外・対診） 上野　英一医師（第2・4）（予約外・対診）
)

心血管カテーテル Ｄ62 土谷　武嗣教授 小田　美菜子医師（紹介・初診・予約外・対診）（D 土谷　武嗣教授 土谷　武嗣教授（不定期）

            治療科 （紹介・初診・予約外・対診） （D61） （紹介・初診・予約外・対診） （紹介・初診・予約外・対診）

Ｄ63 北山　道彦教授（午前・紹介・初診）

土谷　武嗣教授

（午後・紹介・初診・予約外・対診）

Ｄ65

心臓血管外科　　 Ｄ66 金　了資医師 高野　環教授
町田　海医師

永吉　靖弘教授 藤井　大志医師 永吉　靖弘教授（第1・3・5）
高野　環教授（第2・4）

Ｄ67 宮澤　友貴医師 坂本　大輔講師 高野　環教授

（手術日） （病棟対診日） （手術日） （病棟対診日） （病棟対診日）

高齢医学科 Ｄ61 大黒　正志教授（対診・予約外） 小野　太輔准教授（対診・予約外） 矢野　浩医師（紹介・初診・予約外・対診） 岩井　邦充教授（岩井教授の患者のみ） 大黒　正志教授（初診・対診・紹介・予約外） 森本　茂人教授

（初診・再診・対診・予約外・認知症センター）

Ｄ68 岩井　邦充教授（初診・紹介） 矢野　浩医師（初診・紹介） 森本　茂人教授 五十嵐　裕太医師 森本　茂人教授（紹介） 大黒　正志教授

（森本　茂人教授の患者の予約外） （初診・対診・紹介・予約外） （森本　茂人教授の患者の予約外） （有熱・新型コロナ対策外来）（第1・3・5）

（森本　茂人教授宛ての紹介） （森本　茂人教授宛ての紹介）

Ｄ69

一般・消化器外科 Ｄ70 宮田　隆司講師 (予約) 甲斐田　大資医師(予約） 宮田　隆司講師(予約）

Ｄ71 西木　久史医師（初診・予約外・紹介） 外来担当医（日替わり） 橋本　明史医師（初診・予約外・紹介） 外来担当医（日替わり） 永山　太悟医師（初診・予約外・紹介） 外来担当医（日替わり）

Ｄ72 岡本　浩一准教授（予約） 上田　順彦教授（予約） 上田　順彦教授（予約）

Ｄ73 高村　博之教授（予約） 高村　博之教授（予約） 高村　博之教授（予約・午後のみ）

Ｄ78 藤田　秀人准教授（予約） 藤田　秀人准教授（予約） 甲斐田　大資医師(予約）

Ｄ79 橋本　明史医師（予約） 爲澤　帆純医師（初診・予約外・紹介） 岡本　浩一准教授 （予約）

手術予定 午後手術　　　　　　　　　　　　　(回診) 終日手術 午後手術 終日手術 午後手術　　　　　　　　　　　　(回診)

消化器内科　　 Ｄ76 高野　暉医師（再診） 外来担当医 林　援医師（再診） 外来担当医（再診） 櫻井　尚子医師（再診） （新患・第1・第3・第5は消化器内科の外来担当医）

（新患・第2・第4は肝胆膵内科の外来担当医）

Ｄ77 桜井　尚子医師（新患・対診） 向井　強教授（新患・対診） 高野　暉医師（新患・対診） 向井　強教授（新患・対診） 林　援医師(新患・対診)(第２・第４) 外来担当医（第2・4）

Ｉブロック（消化器内視鏡科）で対応（新患・対
診）（第1・3・5）

（病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日）

診察受付時間：【月～金】（午前）8：30～12：00　（午後）13：00～16：00　【土】8：30～12：00　

※緊急以外の院外からの紹介患者さんや対診依頼患者さんの受け入れは、原則として月、水、金でお願いします。また、検査の都合上、絶食で9：00までにお越し下さるようにお伝えください。



外来診療　診療科別曜日別診察医一覧

令和5年5月1日現在

診療科名 月 火 水 木 金 土

診察受付時間：【月～金】（午前）8：30～12：00　（午後）13：00～16：00　【土】8：30～12：00　

呼吸器外科 Ｅ80  (手術日) 浦本　秀隆教授（初診・紹介）  (手術日) 本野　望講師 外来担当医（週代わり）

Ｅ Ｅ81 飯島　慶仁講師 岩井　俊医師 山形　愛可医師

ブ 外来担当医 （病棟・外来対診日） 外来担当医 浦本　秀隆教授（14時～）
（対診は緊急のみ対応）

浦本　秀隆教授（再診のみ）

ロ 呼吸器内科 Ｅ82 加藤　諒講師（午前・初診・病棟対診） 石毛　陽子医師（午前・睡眠・病棟対診） 高原　豊准教授（午前・初診・紹介・外来対診） 野尻　正史医師（午前・初診・病棟対診） 四宮　祥平講師（午前・初診・睡眠）

ッ 　　　　　　（午後・一般） 　　　　　　　（午後・睡眠） 　　　　　　　（午後・一般） 　　　　　　　（午後・一般） 塩谷　郁代医師（午後・睡眠）

ク Ｅ83 高原　豊准教授（午前・紹介・外来対診） 四宮　祥平講師（午前・初診・予約外・外来対診） 塩谷　郁代医師（午前・睡眠・病棟対診） 加藤　諒医師（午前・睡眠・予約外） 西木　一哲医師（午前・予約外・病棟対診） 睡眠担当医

(

　　　　　　　（午後・一般） 　　　　　　　（午後・睡眠） 及川　卓講師（午後・睡眠） 　　　　　　　（午後・一般）

1 Ｅ84 中川　研准教授（午前・睡眠・予約外）(第2・4） 　栂　博久教授（午前・紹介） 四宮　祥平講師（午前・予約外・がん） 及川　卓講師（午前・再来） 及川　卓講師（午前・紹介・外来対診） 外来担当医

号 及川　卓講師(午前・睡眠・予約外） 田中　琢弥医師（午後・睡眠）

特診 　　　　　  （午後・睡眠）（第1・3） 高原　豊准教授（午前・紹介・外来対診） 田中　琢弥医師（科学療法）

棟 安倍　龍大医師（午前・化学療法） 阿倍　龍大医師（午前・化学療法）（第4のみ）

)

長江　澄人医師（午前・化学療法）（第4のみ） 長江　澄人医師（午前・化学療法）（第4のみ）

 (病棟対診日)  (病棟対診日)  (病棟対診日)  (病棟対診日)  (病棟対診日)

眼科 Ｈ11 武田　峻医師（初診・対診） 久保　江理教授（午前・紹介） 久保　江理教授（午前） 柴田　奈央子講師（午後） 柴田　哲平医師（初診・対診） 隔週交替

Ｈ 水戸　毅講師(午後) 柴田　伸亮講師（午後・月2回） 桶本　孟医師（午後・対診）

ブ Ｈ12 水戸　毅講師（対診・初診） 川﨑　茜医師（午前・初診） 神山　幸浩医師（初診・対診） 水戸　毅講師（午前・初診・対診） 柴田　伸亮講師（午前・紹介）（第1・3・5）

ロ 水戸　毅講師（午後）

ッ Ｈ13 宮下　久範医師（初診・対診・紹介） 桶本　孟医師（午前・初診） 柴田　哲平医師(紹介) 石田　秀俊医師(午前・初診・対診) 水戸　毅講師（午前・紹介）（第2・4）

ク 石田　秀俊医師（午後・対診） 石田　秀俊医師（午後）

(

Ｈ14 生駒　透医師（初診・対診） 生駒　透医師（午前） 河上　帆乃佳医師 神山　幸浩医師（初診・対診） 石田　秀俊医師（初診・対診）

武田　峻医師（午後・対診） 生駒　透医師（午後） 宮下　久範医師（午後・対診）

2

号 Ｈ15 佐々木　洋教授 北川　和子教授（午前） 生駒　透医師（対診） 藤田　信之医師（午後・月2回） 佐々木　洋教授（午前）

棟

Ｈ17 有本　淳医師（午後）（第2・4） 河上　帆乃佳医師（午前・初診） 神山　幸浩医師（初診・対診)

川﨑　茜医師(午後）/桶本　孟医師(午後)

)

弱視・斜視（月1回）（第2）

黄斑外来（月1回）（第4）

 (病棟対診日)  (手術日)・(病棟対診日) (病棟対診日)  (手術日)  (手術日・病棟対診日)

耳鼻咽喉科 Ｈ1 三輪　高喜教授（紹介） 志賀　英明准教授（予約・紹介） 三輪　高喜教授（紹介） 外来担当医（初診）

（嗅覚障害・副鼻腔炎） （嗅覚障害・鼻副鼻腔疾患） （嗅覚障害・副鼻腔炎）

Ｈ2
石倉　友子医師（午前・初診）　　　　　　　　山
本　純平講師（午後・初診）

酒井　あや講師（午前・初診・紹介）
　　　　　　　(午後・再診）

酒井　あや講師（初診・紹介）
（睡眠時無呼吸症）

山本　純平講師（初診・紹介）
石倉　友子医師（午前・初診・紹介）　　　　木
下 裕子医師（午後・初診・紹介）

外来担当医（初診）

（睡眠時無呼吸症）

Ｈ3
木下 裕子医師 (紹介)
（小児難聴・口蓋裂）

外来担当医（再診）

Ｈ4 木下　裕子医師（午後・再診） 加納　恒医師（再診） 加納　恒医師（午前・再診） 佐伯　静華医師（午前・再診）

（小児難聴）
酒井　あや講師（午後・再診）
（睡眠時無呼吸症）

Ｈ5 佐伯　静華医師（午前・再診） 中村　有加里医師(午前・奇数週（再診) 志賀　英明准教授（午後・第2･4） 八尾 亨講師（午前・予約）

八尾 亨講師（午後・予約） 佐伯　静華医師（午前・偶数週（再診) （予約・紹介）（副鼻腔疾患・嗅覚障害） （中耳疾患・鼻副鼻腔疾患）

（中耳疾患・鼻副鼻腔疾患） 八尾 亨講師（午後・初診） 坪田　雅仁准教授（第1・3） 佐伯　静華医師（午後・再診）

（予約・紹介）（めまい）

 (手術日)（病棟対診日） （病棟対診日）  (手術日)  (手術日)（病棟対診日）

頭頸部・甲状腺外科 Ｈ1 北村　守正教授(頭頸部腫瘍・甲状腺疾患） 辻　裕之教授(頭頸部腫瘍）

頭頸部癌治療センター

イルミノックス治療外来

Ｈ3 高岡　勇稀医師(６月末まで） 川上　理医師 下出　祐造講師 能田　拓也講師（甲状腺腫瘍センター） 外来担当医

(頭頸部腫瘍・甲状腺疾患） (音声・頭頸部腫瘍・甲状腺疾患） (頭頸部腫瘍・甲状腺疾患）

Ｈ5 岡野　恵一郎医師（頭頸部腫瘍・甲状腺疾患） 北村　守正教授(頭頸部腫瘍・甲状腺疾患）

（手術日）（病棟対診日） （病棟対診日） （手術日）（病棟対診日） （病棟対診日） （手術日）（病棟対診日）

産科婦人科 Ｈ21(婦人科 1診) 髙倉　正博教授(紹介・初診) 笹川　寿之教授 髙木　弘明教授 髙木　弘明教授 髙倉　正博教授(紹介・初診） 外来担当医(病棟対診)

                      Ｈ22(婦人科 ２診)髙木　弘明教授(初診・病棟対診) 坂本　人一医師（初診・病棟対診） 藤田　智子講師（初診・病棟対診） 外来担当医

         Ｈ23(婦人科 3診) 山之内　僚医師(予約外・人間ドック) 髙田　笑医師（予約外・人間ドック） 柴田　健雄講師（予約外・人間ドック）
                        　Ｈ26(産科) 坂本　人一医師(周産期) 外来担当医（周産期・病棟対診・人間ドック） 佐伯 吉彦 医師(周産期) 藤田　智子講師（周産期・病棟対診・人間ドック）髙田　笑医師(周産期)

専門外来 妊孕性温存外来　髙倉　正博教授(午後) 妊孕性温存外来　柴田　健雄講師(午後) 妊孕性温存外来　髙倉　正博教授(午後)

NIPT外来　柴田　健雄講師(午後)

(紹介・予約外午前のみ) (紹介・予約外午前のみ) (紹介・予約外午前のみ)

乳腺センター Ｊ1 井口　雅史准教授 井口　雅史准教授（第1・3・5） 井口　雅史准教授

Ｊ （乳腺内分泌外科） 野口　昌邦教授（第2・4）

ブ Ｊ2 野口　昌邦教授 森岡　絵美医師 野口　昌邦教授（第1・3・5） 野口　美樹講師 羽場　祐介医師 外来担当医

ロ 森岡　絵美医師（第2・4）

ッ Ｊ3 羽場　祐介医師 森岡　絵美医師（第1・3・5）

ク （手術日） 羽場　祐介医師（第2・4） （手術日） （手術日）

神経科精神科 1診 川﨑　康弘教授 上原　隆准教授 川﨑　康弘教授 上原　隆准教授（初診・予約のみ） 渡辺　健一郎講師（第1・3）（初診・予約のみ） 川﨑　康弘教授（第1・3）

(

初診 長澤　達也講師（第2・4・5）（初診・予約のみ）上原　隆准教授（第2・5）

長澤　達也講師（第4）

3 2診 上原　隆准教授 新田　佑輔講師 新田　佑輔医師 長澤　達也講師 片岡　譲医師（第2・4） 岩崎　真三医師（第1）

号 再診 小出　蓉子医師（第1・3・5） 嶋田　貴充医師（第2・4・5）

棟 柳下　杏子医師（第3）

片岡　譲医師 木原　弘晶医師 児童外来初診（第1・3） 木原　弘晶医講師 小出　蓉子医師 妹尾　貴紀医師 柳下　杏子医師（第1）

)

木原　弘晶医師（第2・4）

新田　佑輔医師（第3・5）

火曜日は10：00～になります. 新田　佑輔医師（第1）

片岡　譲医師（第2・4）

小出　蓉子医師（第3・5）

腫瘍内科 安本　和生教授 安本　和生教授 葛西　傑医師 安本　和生教授（午前） 葛西　傑医師 安本　和生教授（第2・4）

I 集学的がん治療 がんゲノム外来（午後・予約制） 葛西　傑医師（第1・3・5）

ブ           センター 2診 外来担当医 葛西　傑医師 外来担当医 葛西　傑医師 外来担当医

ロ 3診 外来担当医 外来担当医 外来担当医

ッ 緩和ケア外来 本間　恵子医師 本間　恵子医師

ク 消化器内視鏡科 1診 担当医(再診） 北方　秀一教授（再診） 伊藤　透教授（再診） 担当医(再診) 北方　秀一教授（第1・3・5）（新患・再診）

(

伊藤　透教授（第2・4）（再診）

病 （Dブロック） 桜井　尚子医師(新患・対診） 向井　強教授(新患・対診) 高野　暉医師(新患・対診） 向井　強教授(新患・対診) 林　援医師（第2・4）(新患・対診)

院 Ｄブロック（消化器内科）で対応 Ｄブロック（消化器内科）で対応 Ｄブロック（消化器内科）で対応 Ｄブロック（消化器内科）で対応 Ｄブロック（消化器内科）で対応

中 総合診療センター 4診 中橋　毅教授(生活） 山﨑　愛大医師（生活） 山﨑　愛大医師（生活） 八木　邦公教授(生活） 中橋　毅教授(生活） 外来担当医（対診は緊急のみ対応）

央 5診 八木　邦公教授(生活） 上西　博章教授(生活）

棟 6診 守屋　純二准教授（～10時） 守屋　純二准教授（漢方） 守屋　純二准教授（漢方） 守屋　純二准教授（漢方） 中西　由美子准教授 

)

及川  理恵子医師

7診 （対診は緊急のみ対応）

心身医学科 8診 古田　壽一教授

睡眠医学センター 7診 古田　壽一教授(予約のみ) 古田　壽一教授（再診） 古田　壽一教授（初診） 古田　壽一教授(再診） 古田　壽一教授（再診予約のみ第2・4）

8診 小野　太輔准教授 堀　有行教授(9：00～11：00）(月１回） 上田　芳彦教授（不定期）

　　　　　　（15：00～16：30）(月３回）

肝胆膵内科 11診 齊藤　隆講師（新患・予約外） 堤 幹宏教授(再診） 利國　信行准教授（新患・予約外） 尾崎　一晶准教授（新患・予約外） 山形　光慶医師 外来担当医（再診・予約外）

(新患・第1・第3・第5は消化器内科の外来担当医）

12診 久保田　龍一医師（再診） 野村　匡晃医師（再診） 土島　睦教授（再診） 土島　睦教授（再診） 利國　信行准教授（再診） (新患・第2・第4は肝胆膵内科の外来担当医）

（肝炎外来）（13時～）

13診 楠野　颯樹医師（再診） 湊　貴浩医師（再診） 尾崎　一晶准教授（再診） 山田　香穂医師 齊藤　隆講師（再診）

（肝血流外来）（13時～）

（病棟対診日） （病棟対診日） （病棟対診日）

女性総合医療 14診 澤田　未央医師 草間　香教授（第2・4）（予約）
（10時～15時）

澤田　未央医師 澤田　未央医師

          センター 15診 土島　睦教授 赤澤　純代教授 赤澤　純代教授

赤澤　純代教授（午後）

新井田　要教授 新井田　要教授

再生医療センター

認知症センター 31診 奥野　太寿生医師 初診・再診（紹介・対診・予約
外）

奥野　太寿生医師 初診(紹介・対診・予約外) 石神　慶一郎医師 初診・再診（紹介・対診・予
約外）

石神　慶一郎医師 初診・再診初診・再診（紹
介・対診・予約外）

奥野　太寿生医師　初診（紹介・対診・予約外）
再診（対診・予約外）

32診 濱口　毅教授 初診・再診（紹介・対診・予約外）
（最終週）

森本　茂人教授 初診・再診 (紹介・対診・予約
外）

森本　茂人教授初診・再診（紹介・対診・予約
外）

森本　茂人教授初診・再診（紹介・対診・予約
外）

小野　太輔医師 初診・再診（紹介・対診・予約外）
（最終以外の週）

                                

※ＰＥＴ-ＣＴ、ＭＲ-ＣＴ、ＣＴ、超音波の検査予約につきましては、地域医療連携部が窓口となってご希望に添った検査実施日をおとりしております。
   予約につきましてはＴＥＬ076-218－8219（直通）までご連絡ください。

※セカンド・オピニオン外来につきましては完全予約制となっております。詳細につきましては地域医療連携部ＴＥＬ076-218－8219（直通）までお問い合わせください。

※女性総合外来は完全予約制となっております。

※腫瘍内科への当日対診は原則控えてください。（ただし、レジメン相談は除く）

※お問合せは内線6101・PHS8203（再生センター）までお願いします.

ぶどう膜・白内障・網膜硝子体・鼻涙管外来 ドライアイ・角膜外来・網膜硝子体 網膜硝子体・斜視・弱視・緑内障 眼鏡外来・未熟児網膜症外来・鼻涙管外来
白内障・ぶどう膜
眼形成外来（月1回）

3診　   　    再
診

4診　      　 再
診

1診

ゲノム医療センター
（ゲノム完全予約制）


	（R5.5)（正式用) 

