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【内線3121-3】

　
大野 岩男 小此木 英男 大野 岩男 常喜 達裕 関  正康 (第2.4)常喜 達裕

常喜 達裕 堀 　誠治 小此木 英男 関　 正康 岡崎 史子 (第1.3)小此木 英男

関　 正康 (第2.4)井上 彰雅 (第1.2.4)高塚 洋二 (第2.3.4)菅原 紗世 (第1.3)関 　正康

【内線3295-6】 菅原 紗世 (第1.3)林　 知子 東條 克能 (第2.4)川井 三恵

(第2.3.4.5)髙木 一郎(再診のみ) (第1.2.4)西野 博一(再診のみ)

(第1.5)常喜 達裕 小此木 英男 (第1.2.4)常喜 達裕 関　 正康 小此木 英男

関　 正康 三枝 昭裕 小此木 英男 (第1.2.3)石橋 由朗 (第2.3.4)菅原 紗世

菅原 紗世 菅原 紗世 (第4)岡崎 史子

(第1.2.3)田尻 久雄(再診のみ)

（漢方外来） 午前 (第1.2.3.4)古賀 実芳 (第1.3.5)植松 海雲 (第1.2.3)植松 海雲

植松 海雲 (第2.4)古賀 実芳 足立 秀樹 植松 海雲

植松 海雲

　※総合診療部は、受診すべき診療科が明確でない初診患者および総合診療が必要な患者を診察いたします。     

　※漢方診療をご希望の患者さんは総合診療部（内線3295）にてご予約頂きますようお願い申し上げます。

　※漢方外来の診察場所は、総合診療部です。（緩和ケア外来及び脊椎脊髄外来の診察場所は、総合診療部より移行しました。）

初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制)

猿田 雅之　 (消化管・IBD) 石川 智久　 (肝･胆･膵) 加藤 智弘　 (消化管・IBD) 猿田 雅之　 (消化管・IBD) 松浦 知和　 (肝･胆･膵) (第2.4)光永 眞人(消化管)

加藤 智弘　 (消化管・IBD) 山﨑 琢士　 (消化管) 天野 克之　 (肝･胆･膵) 及川 恒一　 (肝･胆･膵) 石川 智久　 (肝･胆･膵) (第1.3.5)及川 恒一(肝･胆･膵)

鳥巣 勇一　 (肝・胆・膵) 鳥巣 勇一　 (肝･胆･膵) 永田 祐介　 (化学療法) 天野 克之　 (肝･胆･膵) 光永 眞人　 (消化管) (第2.4)高野 啓子(肝･胆･膵)

永田 祐介　 (化学療法) 西村　 尚　 (化学療法) 坪田 昭人　 (肝･胆･膵) 澤田 亮一　 (化学療法) 野口 正朗　 (化学療法) (第1.3.5)山﨑 琢士(消化管)

【内線3205-6】 (第2.4)宮崎 亮佑(消化管･IBD)

初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) 初診外来 (交代制) (第1.3.5)中野 真範(肝･胆･膵)

千葉 允文　 (胆･膵) 髙倉 一樹　 (胆･膵) 植松 幹雄　 (消化管･肝) 櫻井 俊之　 (消化管・IBD) 渡邉 文時　 (肝･胆･膵) (第1.3.5)秋田 義博(消化管･IBD)

三戸部 慈実 (消化管) (第2.4)菰池 信彦(消化管) 石田 仁也　 (肝･胆･膵) 再診外来 (交代制) 再診外来 (交代制)

再診外来 (交代制) 上竹 慎一郎 (肝･胆･膵) 再診外来 (交代制) 中野 真範 　(肝･胆･膵)

再診外来 (交代制) 富田 陽一 (肝･胆･膵) (15時～) 初診外来 (交代制)

三村 秀毅 井口 保之(脳卒中外来・予約のみ) 井口 保之(脳卒中外来) 三村 秀毅(脳卒中ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ) 村上 秀友 (第1.3)梅原　 淳

三村 秀毅 大本 周作 坂井 健一郎 (第2.4)小松 鉄平

(第2.4)長谷川 節(予約のみ)

【内線3215・3225】 松井 和隆 梅原　 淳 (第4)岡　 尚省(予約のみ) 大本 周作 (ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病外来) 三村 秀毅

大本 周作 (ﾒﾓﾘｰｸﾘﾆｯｸ) 村上 秀友 梅原　 淳 (第4)栗田　 正

詫間 　浩

横尾 　隆 大野 岩男 川村 哲也 横尾 　隆 大野 岩男 (第1.3.5)   石川 悦久

坪井 伸夫 横山 啓太郎 大城戸 一郎 徳留 悟朗 坪井 伸夫 (第1.3.5)   倉重 眞大

山本 　泉 山本 裕康 原　 順子 菅野 直希 小池 健太郎 (第1.3.5)   山中 修一郎

松本　 啓 丸山 之雄 山本 　泉 小林 賛光 内山 威人 (第2.4)横山 啓太郎(行動変容外来)

(第2.4)      松尾 七重

(第2.4)      田尻　 進

【内線3215・3225】 大塚 泰史 (腎臓･高血圧一般) 大城戸 一郎(腎不全･ＣＡＰＤ) 高添 一典　(腎炎･ﾈﾌﾛｰｾﾞ) 川村 哲也 (腎炎･ﾈﾌﾛｰｾﾞ) 横尾 　隆 (腎炎･高血圧) (第1.3.5)   岡部 匡裕

小此木 英男 (腎臓･高血圧一般) 内山 威人　(腎臓･高血圧一般) 坪井 伸夫　(腎炎･高血圧) 丸山 之雄 市田 公美 (痛風･尿酸代謝) (第1.3.5)   古谷 麻衣子

松尾 七重 (腎不全･CAPD) 山中 修一郎(腎炎･ﾈﾌﾛｰｾﾞ) 小池 健太郎(腎炎･ﾈﾌﾛｰｾﾞ) (腎臓･高血圧一般･腎不全) 早川 　洋 (腎不全･高血圧) (第1.3.5)   松本 直人

岡部 匡裕 (腎炎･ﾈﾌﾛｰｾﾞ) CAPD外来(交代制) 松本 　啓　(腎炎･高血圧) 倉重 眞大 (腎臓･多発性嚢胞腎) 小林 賛光 (腎移植･腎不全) (第2.4)      福井　 亮

田尻 　進 (腎臓･高血圧一般) (第2.4)      菅野 直希

(第2.4)      鈴木 孝秀

(第2.4)シャント外来(交代制)

吉田 　健 黒坂 大太郎 浮地 太郎 吉田　 健 浮地 太郎 浮地 太郎

伊藤 晴康 大谷 一博 野田 健太郎 安田 千穂 野田 健太郎

吉田 　健 黒坂 大太郎 浮地 太郎 吉田　 健 浮地 太郎 浮地 太郎

【内線3245-6】 伊藤 晴康 大谷 一博 野田 健太郎 安田 千穂 野田 健太郎

山根 禎一(不整脈)(再診のみ) 吉村 道博 (虚血性心疾患･心不全) 谷口 郁夫 (循環器病一般) 本郷 賢一 (循環器病一般) 吉村 道博 (虚血性心疾患･心不全) 川井　 真 (循環器病一般)

田中 寿一 (心不全) 川井　 真 (循環器病一般) 小川 和男 (循環器病一般) 川井　 真 (循環器病一般) 山根 禎一 (不整脈)(再診のみ) 小川 崇之 (虚血性心疾患･PCＩ)

横山 賢一 (循環器病一般) 森本　 智 (循環器病一般) 徳田 道史 (不整脈) 名越 智古 (虚血性心疾患) 井上 康憲 (循環器病一般) (第2.4)山下 省吾(不整脈)

板倉 良輔 (循環器病一般) 阿南 郁子 (循環器病一般) 松尾 征一郎 (ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ外来) 伊藤 敬一 (循環器病一般)

徳田 道史 (ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ外来)

山下 省吾 (ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ外来)

【内線3265-6】 ＜初診外来＞ ＜初診外来＞ ＜初診外来＞ ＜初診外来＞ ＜初診外来＞ ＜初診外来＞

小川 和男 (循環器病一般) 南井 孝介 (循環器病一般) 田中 寿一 (循環器病一般) 伊藤 敬一 (循環器病一般) 小川 和男 (循環器病一般) 初診外来 (交代制)

本郷 賢一 (循環器病一般) 吉村 道博(虚血性心疾患･心不全) 杉本 健一 (循環器病一般) 本郷 賢一 (循環器病一般) 山根 禎一 (不整脈)(予約のみ) (交 代 制)

小川 崇之 (虚血性心疾患･PCＩ) 川井 　真 (循環器病一般) 南井 孝介 (虚血性心疾患) 徳竹 賢一 (循環器病一般) 南井 孝介 (虚血性心疾患)

山下 省吾 (不整脈) 相澤 隆徳 (循環器病一般) 松坂 　憲 (循環器病一般) 小川 和男 (虚血性心疾患)

姜 　錬偲 (循環器病一般) 横山 賢一 (ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来) 福本 梨沙 (弁膜症)

坂本 昌也 宇都宮 一典 (第1.3)宇都宮 一典 西村 理明(初診外来) 宇都宮 一典 (第1.3.5)西村 理明

山城 健二(初診外来) 川浪 大治(初診外来) 石澤　 将(初診外来) 坂本 昌也 (第2.4)川浪 大治(初診) (第2.3)山城 健二

辻本 裕紀 石澤　 将 的場 圭一郎 森武 美帆 (第1.3.5)初診外来(交代制) (第3)須藤 英訓

恩田 美湖 原 興一郎 小林 久美 嘉納 麻耶 恩田 美湖 (第2.4)小林 久美

横田 邦信 (第1.3)山城 健二 (第3)池本　 卓
(内分泌専門外来) (第2)吉原 理恵

(第2.4)林　 毅(内分泌専門外来) (第1.4)塩崎 正嗣

【内線3245-6】 石澤　 将 西村 理明 川浪 大治 森武 美帆 坂本 昌也 初診外来 (交代制)

的場 圭一郎 原 興一郎 須藤 英訓 恩田 美湖

山口 いずみ 松平 　透 石井 賢治 森武 美帆

三浦 順子 伊藤 朝子 荏原 　太 蔵田 英明 初診外来 (交代制)

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879   

  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

救 急 部
　※各医療機関から救急でご連絡いただく場合、交換台を通じて「救急リーダー医師」をご指定ください。

　※救急部専用ＦＡＸ  ０３－５４００－１２５２ 　

　専属医：大瀧 佑平　　 桐山 信章　　 大木 芳美 　　大塚 洋平　 　日比 翔彦　　 明石 　卓　　 渡邉 佳奈　　 長谷川 悠子

　　　　　千葉井 紀人　 松本 　健　　 矢吹 里香子　 齊藤 　萌　　 平山 晴之　　 栗山 千秋　　 鈴木 菜穂　　 渡邊 知子

午
後

午
前神経内科

午
後

※午前、午後ともに症状や状態により後日の専門外来（脳卒中外来、メモリークリニック、パーキンソン病外来）をご案内する場合があります。

午
前

腎臓・

高血圧内科 

午
前

総合診療部

午
後

午後

午
前

消化器・

肝臓内科　

午
後

午
前

糖尿病・代謝

・内分泌内科

午
後

午
後

リウマチ・
膠原病内科

午
前
午
後

午
前

循環器内科
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  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

宇和川 匡 (腫瘍) 荒川 泰弘 (腫瘍) 柵山 年和 (腫瘍) 野木 裕子 (腫瘍) 荒川 泰弘　(腫瘍) 交 代 制 (腫瘍)

永崎 栄次郎(腫瘍)

林 　和美　(腫瘍)

矢野 真吾 (血液腫瘍) 島田　 貴 (血液腫瘍) 島田　 貴 (血液腫瘍) 海渡 　健 (貧血･出血) 小笠原 洋治(血液腫瘍) (第1)島田    貴(血液腫瘍)

齋藤　 健 (血液腫瘍) 南　 次郎 (血液腫瘍) 齋藤 　健 (血液腫瘍) 牧　 信子 (血液腫瘍) (第2)矢野 真吾(血液腫瘍)

南　 次郎 (血液腫瘍) 横山 洋紀 神山 祐太郎 (血液腫瘍) (第2)南 　次郎(血液腫瘍)

福島 僚子 (血液腫瘍) (造血幹細胞移殖専門) 仲野 　彩 (血液腫瘍) (第3)小笠原 洋治(血液腫瘍)

高原 　忍 (血液腫瘍) 小笠原 洋治 (血液腫瘍) (第3)齋藤 　健(血液腫瘍)

【内線3730-1】 宇和川 匡 (腫瘍) 荒川 泰弘 (腫瘍) 田村 美宝 (腫瘍) 野木 裕子 (腫瘍) 永崎 栄次郎(腫瘍) (第4)矢野 真吾(血液腫瘍)

市場 　保 (腫瘍) 林 　和美　(腫瘍) (第5)交 代 制

工藤　 麗 (腫瘍)

矢野 真吾 (造血幹細胞移殖専門) 横山 洋紀 (血液腫瘍) 齋藤 　健 矢野 真吾　 (血液腫瘍)  (交 代 制)

島田    貴 (血液腫瘍) 高原 　忍 (血液腫瘍) (造血幹細胞移殖専門) 勝部 敦史　 (血液腫瘍)

土橋 史明 (血液腫瘍) 神山 祐太郎 (血液腫瘍) 小笠原 洋治 (血液腫瘍)

南 　次郎 (血液腫瘍) 小笠原 洋治 (血液腫瘍)

石井 敬人 (血液腫瘍)

桑野 和善 皆川 俊介 再診新患外来 (交代制) 桑野 和善 原　 弘道 沼田 尊功

宮川 英恵 橋本 典生 川本 浩徳 (睡眠(呼吸)･CPAP再診) 予約外来 (交代制)

新患外来 (交代制) 新患外来 (交代制) 新患外来 (交代制) 和久井 大 新患外来 (交代制)

新患外来 (交代制)

【内線3275-6】 荒屋　 潤 原　 弘道 睡眠(呼吸)･CPAP再診(交代制) 桑野 和善 皆川 俊介 新患外来 (交代制)

沼田 尊功 内海 裕文 新患外来 (交代制) 荒屋　 潤 和久井 大

金子 由美 宮川 英恵 吉田 昌弘 吉田 和史

堀　 誠治 中澤 　靖 吉田 正樹 堀　 誠治 (第2.4)   堀　 誠治 吉田 正樹

(第1.3.5)吉田 正樹

清水 昭宏 保科 斉生 李　 広烈 加藤 哲朗 清水 昭宏 (第1.3.5)吉川 晃司

【内線3275-6】 (第2)   吉田 正樹

(第4)   佐藤 文哉

繁田 雅弘(初診外来･ものわすれ) 須江 洋成　(初診外来) 小曾根 基裕(初診外来･睡眠障害) 繁田 雅弘(初診外来･ものわすれ) 宮田 久嗣　(初診外来) 伊藤 達彦　(気分障害)

宮田 久嗣　(精神科一般) 品川 俊一郎(ものわすれ) 布村 明彦　(ものわすれ) 宮田 久嗣　(気分障害) 川上 正憲　(神経症性障害) 川上 正憲　(神経症性障害)

布村 明彦　(ものわすれ) 小髙 文聰　(精神科一般) 中西 達郎　(気分障害) 巽　 新吾　(統合失調症) 鬼頭 伸輔　(気分障害) 小野 和哉　(思春期)

伊藤 達彦　(気分障害) 片倉 勲人　(精神科一般) 鬼頭 伸輔　(気分障害) 安藤 智道　(神経症性障害) 青木 　亮　(気分障害) 三邉 佳意　(精神科一般)

【内線3305-6】 川上 正憲　(統合失調症) 天谷 美里　(精神科一般) 沖野 慎治　(思春期) 田村 裕介　(精神科一般) 齋藤 貴之　(精神科一般) 川口 智也　(精神科一般)

内海 智博　(精神科一般) 潮谷 美紀　(精神科一般) 天谷 美里　(精神科一般) 常泉 百合　(精神科一般) 内海 智博　(精神科一般)

堀地 彩奈　(精神科一般) 天谷 美里　(精神科一般)

宮田 久嗣(初診外来･気分障害) 須江 洋成(初診外来･てんかん) 伊藤 達彦   (初診外来) 品川 俊一郎(初診外来･ものわすれ) 川上 正憲   (初診外来) 田村 裕介　(精神科一般)

中山 和彦　(気分障害) 川上 正憲　(神経症性障害) 佐藤　 幹   (睡眠障害) 布村 明彦　(ものわすれ) 布村 明彦　(ものわすれ)

品川 俊一郎(ものわすれ) 互 　健二　(ものわすれ) 鬼頭 伸輔　(気分障害) 松永 直樹   (気分障害) 鬼頭 伸輔   (気分障害)

内海 智博　(精神科一般) 片倉 勲人　(精神科一般) 品川 俊一郎(ものわすれ) 大渕 敬太   (睡眠障害) 岩崎 　弘   (てんかん) (交 代 制・再診のみ)

田村 裕介　(精神科一般) 天谷 美里　(精神科一般) 田村 裕介　(精神科一般) 内海 智博　(精神科一般) 常泉 百合　(精神科一般) (２名１組)

天谷 美里　(精神科一般) 堀地 彩奈　(精神科一般) 田村 裕介　(精神科一般) 内海 智博　(精神科一般)

宮田 市郎　(一般) 田知本 寛　(一般) 井田 博幸　(一般) 田知本 寛　(一般) 大橋 十也　(ERT) (第1.3)井田 博幸(一般)

日暮 憲道　(一般) 菊池 健二郎(一般) 櫻井 　謙　(一般) 小林 博司　(ERT) (第1.2)日暮 憲道(一般) (第2.4.5)宮田 市郎(一般)

櫻井 　謙　(一般) 日暮 憲道　(一般) 菊池 健二郎(一般) 菊池 健二郎(一般) (第3.4.5)平野 大志(一般) (第1.3.5)田知本 寛(一般)

後町 法子　(一般) 後町 法子　(一般) 村山 淳子　(一般) 櫻井 　謙　(一般) 後町 法子　(一般) (第2.4)安藤 達也(一般)

【内線3325-6】 安藤 達也　(循環器) (第2.4)秋山 政晴(一般)

井田 博幸　(一般) 安藤 達也    (循環器) (第１)和氣 英一(内分泌) 秋山 政晴　(血液･腫瘍) (第2)和田 靖之(感染･免疫) (第1.3)櫻井 　謙(一般)

田知本 寛　(アレルギー) 日暮 憲道    (神経) (第2.3.4)宮田 市郎(内分泌) 大山 　亘　(血液) 浦島 　崇(小児循環器) (第1.3.5)菊池 健二郎(一般)

森　 琢磨　(循環器) (第1.3)田知本 寛(ｱﾚﾙｷﾞｰ) (第2.4)平野 大志(腎臓) 安藤 達也　(循環器) (第2.4.5)日暮 憲道(一般)

酵素補充外来(ERT)(16時まで)

柳原 聡子 柳原 聡子

柳原 聡子 柳原 聡子

【内線3325-6】

中川 秀己 石地 尚興  朝比奈 昭彦 伊藤 宗成 朝比奈 昭彦 再診担当  

石地 尚興 簗場 広一 簗場 広一 勝田 倫江 伊藤 宗成 (第2.3)簗場 広一

伊藤 宗成 石氏 陽三 勝田 倫江 松尾 陽香 石氏 陽三 (第2.4)伊藤 宗成

松﨑 大幸 松尾 陽香 中野 小百合 青木 礼奈 松﨑 大幸 (第1)石氏 陽三

【内線3345-6】 青木 礼奈 中條 聡美 中條 聡美 間中 結香 中野 小百合 (第1.3)勝田 倫江

間中 結香 (第1.4)松﨑 大幸

(第1.2)間中 結香

青木 礼奈 嶋田 万里子 嶋田 万里子 松尾 陽香 尾形 花梨 (第3.4)中條 聡美

石川 真帆子 渡邉 淑識 中條 聡美 (第2.3)尾形 花梨

(第3.4)嶋田 万里子

(第4)中野 小百合

朝比奈 昭彦(乾癬) 石地 尚興　(アトピー) 太田 有史　(神経線維腫症) (第3)江川 清文(疣贅) (第1.3.5)山口 貴子(フットケア)

延山 嘉眞　(腫瘍) 石氏 陽三　(アトピー) (第3)澤田 俊一(神経線維腫症) 石地 尚興　(疣贅) 間中 結香　(フットケア)

伊藤 宗成　(腫瘍) 菊池 荘太(パッチテスト･乾癬) (第2.4)本田 まりこ(ヘルペス) 朝比奈 昭彦(乾癬･アトピー) 水野 清香　(フットケア)

簗場 広一　(膠原病) 吉原 有希　(アトピー) (第2.4)谷戸 克己(神経線維腫症) 本田 ひろみ(乾癬) 嶋田 万里子(フットケア)

松尾 陽香　(乾癬) 勝田 倫江　(アトピー) 尾形 花梨　(フットケア)

唐川 　大　(乾癬) 松﨑 大幸　(ヘルペス)

西村 美紀　(膠原病)

千原 真未　(膠原病)

中野 小百合 嶋田 万里子 石川 真帆子 尾形 花梨 中條 聡美

スキンケア外来
間中 結香 西村 美紀 簗場 広一　(関節症性乾癬) 谷野 千鶴子 (第1.3.5)中川 秀己(乾癬)

【内線3356】 梅澤 慶紀　(乾癬) 伊藤 寿啓　(乾癬)

百瀬 まみ 福地　 修　(乾癬)

※スキンケア外来 古谷野 美弥(乾癬) 菊地 荘太　(乾癬)

　は完全予約制です。

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879     
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月 火 水 木 金 土

  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

三森 教雄 西川 勝則 渡部 篤史 三森 教雄 湯田 匡美

藤﨑 宗春 矢野 文章 秋元 俊亮

【内線3405-6】
（上部消化管）
（下部消化管） 谷田部 沙織 大熊 誠尚 佐々木 茂真 衛藤 　謙 小菅　 誠

肛門外来 武田 泰裕

（肝胆膵） 石田 祐一 矢永 勝彦 恩田 真二 矢永 勝彦 宇和川 匡 (第1.3)広原 鍾一 (予約のみ)

恩田 真二 後町 武志 柴　 浩明 (第1)遠山 洋一 (予約のみ)

肝移植外来 (第3)坂本 太郎 (予約のみ)

(乳腺・内分泌) 武山 　浩 野木 裕子 鳥海 弥寿雄 武山　 浩 鳥海 弥寿雄 (交代制・予約のみ)

木下 智樹 島田 直子 永崎 栄次郎 木下 智樹

（呼吸器） 大塚　 崇 (予約のみ)

松平 秀樹

（血管） 前田 剛志 立原 啓正 大木 隆生 (予約再診のみ)　 原　 正幸 馬場　 健

瀧澤 玲央

（小児） 吉澤 穣治 (第1.3.5)芦塚 修一

(第2.4)　交代制

（初診・消化器）
（土曜日外来）
（上部消化管） 藤﨑 宗春 西川 勝則 渡部 篤史(減量外来) 三森 教雄 湯田 匡美

矢野 文章 谷島 雄一郎

秋元 俊亮

（下部消化管） 谷田部 沙織 大熊 誠尚 佐々木 茂真 衛藤　 謙 小菅 　誠

（肝胆膵） 石田 祐一 恩田 真二 後町 武志 宇和川 匡

柴 　浩明

(乳腺・内分泌) 木下 智樹 野木 裕子 鳥海 弥寿雄 武山　 浩 風間 高志

塩谷 尚志    永崎 栄次郎 木下 智樹

島田 直子

（呼吸器） 浅野 久敏 大塚　 崇 仲田 健男 加藤 大喜

森　 彰平

（血管） 前田 剛志 立原 啓正 大木 隆生 (予約再診のみ)　 原　 正幸　　　 馬場　 健

瀧澤 玲央 百瀬 匡亨 シャント外来 (交代制) 瀧澤 玲央 大森 槙子

（小児） 梶 沙友里 吉澤 穣治 芦塚 修一 芦塚 修一 金森 大輔
(新患のみ母子センターにて診察) (母子センターにて診察)

（成人鼠径ヘルニア外来）  (交代制)

丸毛 啓史    (整形一般) 舟﨑 裕記　(肩関節) 前田 和洋　 (手) 斎藤　 充    (膝関節) 斎藤　 充    (膝関節) (第1)加藤 壮紀(整形一般)

宇髙 　潤    (整形一般) 藤井 英紀　(股関節) 湯川 充人　 (手) 池田　 亮    (膝関節) 服部 英和　 (足) (第2.4)池田 　亮(整形一般)

篠原 　光    (整形一般) 加藤 壮紀　(肩関節) 西沢 哲郎　 (整形一般) 西沢 哲郎    (整形一般) 黒坂 大三郎 (整形一般) (第2.4)奥津 裕也(整形一般)

窪田 大輔    (整形一般) 羽山 哲生　(股関節) 梶原 隆義　 (整形一般) 奥津 裕也    (整形一般) 湯川 充人 　(整形一般) (第2.4)服部 英和(整形一般)

【内線3445・3655】 奥津 裕也   (整形一般) 加藤 基樹　 (整形一般) 服部 英和    (整形一般) 松岡 竜輝 　(整形一般) (第2.3)羽山 哲生(整形一般)

窪田 大輔   (整形一般) 髙橋 　基　 (整形一般) 窪田 大輔    (膝関節) (第1)加藤 基樹(整形一般)

丸毛 啓史 (膝関節)(初診のみ) (第1)川井 　章 (腫瘍)(再診のみ) (不定期)丸毛 啓史(膝関節) (第3)田中 孝昭 (膝関節) (予約再診のみ)

藤井 英紀 (股関節) (第3)小林 英介 (腫瘍)(再診のみ) 斎藤　 充　 (膝関節) 窪田 　誠　 (足)

加藤 壮紀 (肩関節) 前田 和洋　 (手) 黒坂 大三郎 (膝関節) 前田 和洋　 (骨特殊疾患)

羽山 哲生 (股関節) 湯川 充人　 (手) 西沢 哲郎 　(リウマチ) 服部 英和　 (足)

加藤 基樹 (肩関節) 前田 和洋　 (リウマチ)

　※午後の診療は専門外来となり、予約のみの診療となります。

(第2.4)篠原　 光(側弯)(整形)

(第1.3)篠原　 恵(側弯)(整形)

篠原 　光(整形) 篠原　 光(15時から)(整形) (第2.4)篠原　 恵(整形)

大橋 洋輝(脳外) 篠原 　恵(整形) (第1.3.5)梶原 隆義(整形)

篠原 　恵(整形) 梶原 隆義(整形)

梶原 隆義(整形) 勝見 俊介(整形)

谷　　 諭(脳外)(完全予約制)

石井 雄道 柳澤 隆昭  (脳腫瘍) 谷　 　諭 (脊髄・脊椎) 長山 剛太 (一般) 赤崎 安晴 (脳腫瘍) (第1.3.5)尾上 尚志
(下垂体・頭蓋底脳腫瘍・内視鏡手術) (※紹介・予約のみ) 神尾 佳宣 (一般) 波多野 敬介 (一般) (※紹介・予約のみ)

【内線3465-6】 大橋 洋輝  海渡 信義  (てんかん) (第1)郭　 樟吾 (頭蓋底脳腫瘍) (第2)海渡 信義(てんかん・一般)

（脳神経外科） (脊髄・脊椎・脊髄空洞症) 川村 大地 (交代制) (一般)

森 　良介   (一般・脊髄・脊椎・脊髄空洞症)

(一般・脳腫瘍・下垂体)

（脳血管内治療部） 加藤 直樹 児玉 智信  (一般・血管障害) 菅　 一成 (一般・血管障害) 石橋 敏寛 (血管障害) 西村 健吾 (一般・血管障害)

(一般・血管障害・もやもや病) 荏原 正幸 (血管障害)(予約のみ) 丸山 史晃 (一般) 一之瀬 大輔 (一般)

蠣崎 昭太 (一般)

（脳神経外科） 石井 雄道 柳澤 隆昭  (脳腫瘍) 蠣崎 昭太 (一般) 武石 英晃 (一般) 赤崎 安晴 (脳腫瘍) (交代制) (一般)
(下垂体・頭蓋底脳腫瘍・内視鏡手術) (※紹介・予約のみ) (※紹介・予約のみ)

森 　良介  海渡 信義  (てんかん) 波多野 敬介 (一般)

(一般・脳腫瘍・下垂体) 川村 大地  
(一般・脊髄・脊椎・脊髄空洞症)

（脳血管内治療部） 村山 雄一 (脳動脈瘤)(予約のみ) 児玉 智信  (一般・血管障害) 荏原 正幸 (血管障害)(予約のみ) 村山 雄一 (脳動脈瘤)(予約のみ) 西村 健吾 (一般・血管障害)

加藤 直樹 菅　 一成 (一般・血管障害) 丸山 史晃 (一般) 一之瀬 大輔 (一般)

(一般・血管障害・もやもや病) 神尾 佳宣 (一般)

小児脳神経外科

宮脇 剛司(頭蓋顎顔面) 塩崎 正崇(形成全般・乳房再建) 宮脇 剛司(形成全般) 石田 勝大 松浦 愼太郎 (第1)　松浦 愼太郎

松浦 愼太郎 積山 真也(形成全般) 余川 陽子(形成全般) (腫瘍･瘢痕･ケロイド) (手外科・四肢先天異常) (第2)　石田 勝大
(形成全般・四肢先天異常) 高倉 真由佳(形成全般) 波田野 智架(形成全般) 森　 克哉(乳房再建)(予約のみ) 兒玉 浩希(形成全般) (第3)　岸　 慶太

岸　 慶太(形成全般) 梅田 　剛(形成全般) 赤石 　渉(形成全般) (第4)　波田野 智架

【内線3485-6】 (第5)　塩崎 正崇

塩崎 正崇(乳房再建・予約制) 内田 　満(予約制) 松浦 愼太郎 (交代制)     (形成全般) 
(手外科・四肢先天異常)

石田 勝大(再診のみ)

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879    

外     科

午
前

午
後

小児脳神経外科につきましては､総合母子健康医療センターにて診療を行っております｡総合母子医療センター外来担当医表をご覧下さい｡

午
前

形 成 外 科

午
前

整 形 外 科

午
後

午
前脊椎脊髄

センター
午
後

午
後

脳神経外科/
脳血管内治療部

午
前

午
後
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月 火 水 木 金 土

  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

森田 紀代造 (第1.2.4.5)山城 理仁 國原 　孝 (初診外来) 長堀 隆一 (心臓外科一般) 橋本 和弘 宇野 吉雅(成人先天性外来)

(先天性心疾患/母子ｾﾝﾀｰにて診察) (心臓外科一般) 儀武 路雄 (心臓外科一般) (心臓外科一般/完全予約制) (第2.4)松村 洋高(心臓外科一般)

坂東　興(心臓外科一般) (第3)木南 寛造 (第1.3)坂本 吉正
( ﾍﾟｰｽﾒｰｶ-専門/完全予約制) (心臓外科一般/完全予約制)

【内線3505】
午後

矢内原 臨　(婦人科一般) 岡本 愛光   (婦人科一般) 山田 恭輔　(腫瘍) 岡本 愛光   (婦人科一般) 山田 恭輔　(婦人科一般) (交代制)

丸田 剛德　(婦人科一般) 柳田 　聡   (婦人科一般) 矢内原 臨　(婦人科一般) 竹中 将貴   (婦人科一般) 上田　 和　(婦人科一般) 山田 恭輔　(婦人科一般)

松野 香苗　(婦人科一般) 高橋 一彰   (婦人科一般) 川畑 絢子　(婦人科一般) 鈴木 二郎   (婦人科一般) 關　 壽之　(婦人科一般) 矢内原 臨　(婦人科一般)

笠原 佑太　(婦人科一般) 小田嶋 俊   (婦人科一般) 平山 佳奈　(婦人科一般) 川畑 絢子　(婦人科一般) 横須賀 治子(婦人科一般) 柳田　 聡　(婦人科一般)

河越 ゆかり(婦人科一般) 佐藤 琢磨   (婦人科一般) 上田 　和　(婦人科一般)

鈴木 二郎　(婦人科一般)

高橋 一彰　(婦人科一般)

【内線3525-6】 落合 和徳　(腫瘍) 岡本 愛光　(腫瘍) 山田 恭輔　(腫瘍) 岡本 愛光  (腫瘍) 山田 恭輔  (腫瘍) 關　 壽之　(婦人科一般)

矢内原 臨 柳田 　聡   (婦人科一般) 矢内原 臨　(腫瘍) 竹中 将貴  (婦人科一般) 上田　 和  (腫瘍) 丸田 剛德　(婦人科一般)

　 (腫瘍･遺伝カウンセリング) 高橋 一彰   (婦人科一般) 川畑 絢子　(婦人科一般) 鈴木 二郎  (婦人科一般) 關　 壽之  (婦人科一般) 松野 香苗　(婦人科一般)

丸田 剛德　 (婦人科一般) 小田嶋 俊   (婦人科一般) 平山 佳奈　(婦人科一般) 交代制　   (婦人科一般) 川畑 絢子　(婦人科一般)

松野 香苗　(婦人科一般) 松野 香苗   (女性外来) 上田　 和　(腹腔鏡手術) 小田嶋 俊　(婦人科一般)

　※午後の診療は予約のみです。

頴川    晋  (一般) 三木 健太　(前立腺腫瘍) 浅野 晃司  (一般) 三木 健太  (小線源治療) 頴川    晋   (一般) (第1)     伊藤 景紀

三木 健太  (前立腺腫瘍) 小池 祐介　(一般) 木村 高弘  (腎腫瘍) 木村 高弘  (前立腺腫瘍) 浅野 晃司   (一般) (第2)     村上 雅哉

石井 　元  (一般) 伊藤 景紀　(一般) 石井 　元  (一般) 古田 　昭  (排尿･ヘルスケア) 古田 　昭   (排尿検査) (第2)     木村 高弘

村上 雅哉  (一般) 村上 雅哉　(一般) 都筑 俊介  (一般) 佐々木 裕   (腎腫瘍) (第3)     都筑 俊介

【内線3565-6】 五十嵐 太郎(一般) (第4)     五十嵐 太郎

(第5)     久金　 陽

【不妊:母子ｾﾝﾀｰにて】

(第2.4)  交代制

  (小池 祐介・石井　 元)

小池 祐介  (一般) (第2.4)佐々木 裕(一般) 木村 高弘   (一般) 鈴木 康之   (排尿障害骨盤底) 古田　 昭　(排尿･ヘルスケア) (当直医)

都筑 俊介  (一般) 小池 祐介　(一般) 石井 　元   (一般) 都筑 俊介   (一般) 佐々木 裕　(一般)

村上 雅哉  (一般) 伊藤 景紀　(一般) 五十嵐 太郎(一般) 伊藤 景紀　(一般) 五十嵐 太郎(一般)

敷島 敬悟 中野　 匡 敷島 敬悟 後藤 　聡 中野 　匡 (交代制)

林　 美夏 加畑 好章 渡邉    朗 (第2)三戸岡 克哉(白内障) 柴　 琢也 松田 弘道(眼形成)

加畑 好章 後藤 　聡 伊藤 義徳 (第2)小川 智一郎(白内障) 久保 寛之

神野 英生 久保 寛之 渡邉 友之 神野 英生 窪田 匡臣

【内線3585-6】 渡邉 友之 葛西　 梢 東　 友馨 伊藤 義徳 德久 照朗

馬場 昭典 馬場 昭典　(初診外来) 德久 照朗   (初診外来) 笹野 紘之 黒澤 芽衣　(初診外来)

溝渕　 圭　(初診外来) 伊藤 直子　(初診外来)

久保 朗子　(視覚) 中野    匡　(緑内障) 敷島 敬悟　(神経眼科) 渡邉    朗　(網膜･黄斑) (不定期)西尾 佳晃(涙器) (第3)山口 朋彦

林    孝彰　(視覚) 小池    健　(緑内障) 三宅    彰　(神経眼科) 神前 賢一　(網膜) 後藤 　聡　(涙器)

(第1.3.5)酒井    勉(ぶどう膜) 伊藤 義徳　(緑内障) 滝本 正子　(神経眼科) 加畑 好章　(網膜･黄斑) 高橋 寧子　(涙器)

神野 英生　(ぶどう膜) 渡邉 友之　(緑内障) 飯田 和之　(神経眼科) 神野 英生　(網膜･黄斑) 笹野 紘之　(小児･斜弱)

寺内 　稜　(ぶどう膜) 窪田 匡臣　(緑内障) 馬場 昭典　(神経眼科) 柳沼 厚仁　(網膜) (不定期)菊池 信介(小児)

(第1.3)大野 建治(角膜・ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ) 黒澤 芽衣　(緑内障) 德久 照朗　(神経眼科) 渡邉 友之　(網膜･黄斑) 久保 寛之　(小児)

柴　 琢也　(角膜・白内障) 牧野 輝美　(眼科一般) (不定期)常岡 　寛(白内障) 笹野 紘之　(網膜･黄斑) 馬場 昭典　(小児･斜弱)

田 　聖花　(角膜) 柴　 琢也　(白内障) 窪田 匡臣　(網膜･黄斑) 牧野 輝美　(小児･斜弱)

坂本 仁子　(角膜) 寺内 　稜　(白内障) 德久 照朗　(網膜･黄斑) 德久 照朗　(眼科一般)

葛西 　梢　 (角膜) 窪田 匡臣　(眼科一般) 寺内　 稜　(黄斑)

東 　友馨　 (角膜) 溝渕 　圭　(網膜･黄斑)

馬場 昭典　 (角膜) 牧野 輝美　(眼科一般)

(第1.3)仲泊 　聡(ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ)

(第1)久米川 浩一(ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ)

(第1.3)久保 寛之(ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ)

黒澤 芽衣　(眼科一般)

　※【眼科屈折矯正外来（エキシマレーザー・術後フォロー）】につきましては、休止させていただいております。

山本　 裕　(耳鼻一般) 鴻 　信義　(耳鼻一般) 浅香 大也　(耳鼻一般) 鴻 　信義　(耳鼻一般) 小島 博己　(耳鼻一般) (第2.4)鴻 　信義(耳鼻一般)

近澤 仁志　(耳鼻一般) 平石 光俊   (耳鼻一般) 近藤 悠子　(耳鼻一般) 山崎 ももこ(耳鼻一般) 福田 智美　(耳鼻一般) (第1.3.5)山本 　裕(耳鼻一般)

山崎 ももこ(耳鼻一般) 森 　恵莉   (耳鼻一般) 露無 松里　(耳鼻一般) 茂木 雅臣　(耳鼻一般) 濱　 孝憲　(耳鼻一般) (第1.3.5)近澤 仁志(耳鼻一般)

山本 和央　(耳鼻一般) 志田 容子　(耳鼻一般) 井坂 奈央　(耳鼻一般) 大村 和弘　(耳鼻一般) 露無 松里　(耳鼻一般) (第2)浅香 大也(耳鼻一般)

【内線3605-6】 高橋 昌寛　(耳鼻一般) 光吉 亮人　(耳鼻一般) 高石 慎也　(耳鼻一般) (第1.3.5)結束 　寿(耳鼻一般) 志田 容子　(耳鼻一般) (第2.4)山本 和央(耳鼻一般)

加藤 雄仁　(耳鼻一般) 吉田 知彦　(耳鼻一般) 宮下 文織 　(耳鼻一般) (第2.4)部坂 弘彦(耳鼻一般) 志村 英二　(耳鼻一般) (第2.4)志村 英二(耳鼻一般)

内尾 紀彦　(耳鼻一般) 黒柳 拓樹　(耳鼻一般) 遠藤 朝則   (アレルギー) 細川 　悠　(耳鼻一般) 大前 祥子　(耳鼻一般) (第2.4)大村 和弘(耳鼻一般)

宮下 文織　(耳鼻一般) 光吉 亮人　(耳鼻一般) (第1.3.5)原山 幸久(耳鼻一般)

(第1.3.5)結束　 寿(耳鼻一般)

小島 博己　(中耳炎) 露無 松里　(喉頭･音声･嚥下) 井坂 奈央　(睡眠時無呼吸症) 鴻 　信義　(副鼻腔炎) 濱 　孝憲　(頭頸部腫瘍) (第1.3.5)栗原 　渉(耳鼻一般)

山本　 裕　(中耳炎) 小林 俊樹　(喉頭･音声･嚥下) 池田 このみ(睡眠時無呼吸症) 森　 恵莉　(副鼻腔炎) 志村 英二　(頭頸部腫瘍) (第2.4)細川 　悠(耳鼻一般)

山本 和央　(中耳炎) 内尾 紀彦　(喉頭･音声･嚥下) 千葉 伸太郎(睡眠時無呼吸症) 大村 和弘　(副鼻腔炎) 原山 幸久　(頭頸部腫瘍) 黒田 健斗(耳鼻一般)

茂木 雅臣　(中耳炎) 志田 容子　(喉頭･音声･嚥下) 遠藤 　誠　(睡眠時無呼吸症) 関根 瑠美　(副鼻腔炎) 結束 　寿　(頭頸部腫瘍) (第1)光石 亮人(アレルギー)

高橋 昌寛　(中耳炎) 太田 史一　(喉頭･音声･嚥下) 辻　 富彦　(耳管) 近澤 仁志　(めまい) 黒田 健斗　(頭頸部腫瘍) (第3)高石 慎也(アレルギー)

志和 成紀　(中耳炎) 宮下 文織　(喉頭･音声･嚥下) 浅香 大也(副鼻腔･アレルギー) 山崎 ももこ(めまい) 加藤 孝邦　(頭頸部腫瘍)

櫻井 結華　(難聴) (第2)近藤 悠子(滲出性中耳炎) 光吉 亮人(副鼻腔･アレルギー) 加藤 雄仁　(めまい) 近藤 悠子　(耳鼻一般) (第2.4)森　 恵莉(嗅覚)

力武 正浩　(難聴) 黒柳 拓樹　(耳鼻一般) 大前 祥子(副鼻腔･アレルギー) (第1.3.5)荒井　 聡(めまい) (第2.4)鄭　 雅誠(嗅覚)

三瓶 紗弥香(難聴) 遠藤 朝則(副鼻腔･アレルギー) (第2.4)櫻井 結華(補聴器) (第2.4)関根 瑠美(嗅覚)

白木 雄一郎(耳鼻一般) 高石 慎也(副鼻腔･アレルギー) (第1.3.5)茂木 雅臣(補聴器) (第1)結束 　寿(頭頸部腫瘍)

杉本 直基(副鼻腔･アレルギー) 内尾 紀彦　(耳鼻一般) 光石 亮人　(耳鼻一般)

(第1.3)飯村 慈朗
(鼻中隔外鼻形成外来)

平林 源希　(耳鼻一般)

　※午後「専門外来」は予約再診のみ。午後「耳鼻一般」は初診・再診共に診療を行います。

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879     

午
前

心 臓 外 科

午
前

ウィメンズ

クリニック

（婦 人 科）

午
後

午
前

耳鼻咽喉科

午
後

午
後

午
前

泌 尿 器 科

午
後

午
前

眼     科
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月 火 水 木 金 土

  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

巷野 昌子 (一般) 安保 雅博 (脳卒中･脳外傷) 佐々木 信幸 (一般) 上原 朋子 安保 雅博(脳卒中/呼吸･循環) (交代制)

 佐々木 信幸　 巷野 昌子

 木村 郁夫　 　栗山 千秋

 畑中 麻衣　　 上原 朋子

巷野 昌子 (リンパ浮腫) 安保 雅博 (脳卒中･脳外傷) 畑中 麻衣 (一般・高次脳) 上原 朋子 (一般) 木村 郁夫 (一般)  

 

髙倉 育子 林　 勝彦 林 　勝彦 髙倉 育子 林　 勝彦 (隔週交代制)  

小泉 桃子 小泉 桃子 髙倉 育子 小泉 桃子 髙倉 育子 (睡眠時無呼吸症) 林    勝彦　　　

髙山 岳志 髙山 岳志 小泉 桃子 髙山 岳志 髙山 岳志 髙倉 育子　　　

押岡 弘子 押岡 弘子 押岡 弘子 押岡 弘子 丸本 美奈子 小泉 桃子

丸本 美奈子 丸本 美奈子 土屋 絵美 丸本 美奈子 土屋 絵美 髙山 岳志

古市 彩乃 土屋 絵美 (第2.4.5)伊介 昭弘 土屋 絵美 古市 彩乃 押岡 弘子

古市 彩乃 (第2)秋山 浩之 古市 彩乃 丸本 美奈子

土屋 絵美

【内線3645-6】 古市 彩乃

髙倉 育子 小泉 桃子 林　 勝彦 髙倉 育子 林　 勝彦

小泉 桃子 髙山 岳志 髙倉 育子 小泉 桃子 髙山 岳志

丸本 美奈子 押岡 弘子 押岡 弘子 髙山 岳志 丸本 美奈子

古市 彩乃 土屋 絵美 押岡 弘子 土屋 絵美

(第1.4)杉﨑 正志(顎関節症) 丸本 美奈子 古市 彩乃

土屋 絵美

古市 彩乃

　※午後の診療は予約再診のみです。

尾尻 博也 尾尻 博也 尾尻 博也 尾尻 博也 内山 眞幸 (交代制) 

内山 眞幸 内山 眞幸 内山 眞幸 池田 耕士 池田 耕士 尾尻 博也

中田 典生 中田 典生 中田 典生 佐久間 亨 佐久間 亨 内山 眞幸

池田 耕士 佐久間 亨 池田 耕士 川上    剛 川上    剛 中田 典生

佐久間 亨 三角 茂樹 川上    剛 太田 智行 太田 智行 池田 耕士

川上    剛 成田 賢一 太田 智行 三角 茂樹 三角 茂樹 佐久間 亨

西岡 真樹子 北井 里実 三角 茂樹 成田 賢一 西岡 真樹子 川上    剛

【内線3365-6】 成田 賢一 五十嵐 隆朗 西岡 真樹子 五十嵐 隆朗 北井 里実 太田 智行

北井 里実 蘆田 浩一 成田 賢一 松島 理士 松島 理士 三角 茂樹

五十嵐 隆朗 大木 一剛 五十嵐 隆朗 蘆田 浩一 五十嵐 隆朗 西岡 真樹子

松島 理士 山内 英臣 松島 理士 山内 英臣 蘆田 浩一 成田 賢一

蘆田 浩一 鈴木　 薫 山内 英臣 鈴木　 薫 大木 一剛 北井 里実

大木 一剛 太田 智行 清水 哲也 大内 厚太郎 清水 哲也 五十嵐 隆朗

清水 哲也 大内 厚太郎 鈴木　 薫 大木 一剛 鈴木　 薫 松島 理士

鈴木　 薫 渡邊 　憲 渡邊　 憲 福田 大記 大内 厚太郎 蘆田 浩一

福田 大記 渡嘉敷 唯司 渡嘉敷 唯司 渡邊　 憲 渡嘉敷 唯司 大木 一剛

渡邊　 憲 馬場　 亮 馬場　 亮 渡嘉敷 唯司 馬場　 亮 山内 英臣

馬場　 亮 松井 　洋 松井 　洋 松井 　洋 清水 哲也

松井 　洋 荻原　 翔 荻原　 翔 大内 厚太郎

荻原　 翔 福田 大記

尾尻 博也 尾尻 博也 尾尻 博也 尾尻 博也 内山 眞幸 渡邊 　憲

内山 眞幸 内山 眞幸 中田 典生 池田 耕士 池田 耕士 渡嘉敷 唯司

中田 典生 中田 典生 池田 耕士 佐久間 亨 佐久間 亨 馬場 　亮

池田 耕士 佐久間 亨 川上　 剛 川上    剛 太田 智行 松井 　洋

佐久間 亨 川上    剛 太田 智行 太田 智行 三角 茂樹 荻原　 翔

川上    剛 太田 智行 三角 茂樹 三角 茂樹 西岡 真樹子

西岡 真樹子 三角 茂樹 西岡 真樹子 成田 賢一 北井 里実

成田 賢一 成田 賢一 成田 賢一 北井 里実 松島 理士

北井 里実 北井 里実 北井 里実 五十嵐 隆朗 蘆田 浩一

蘆田 浩一 五十嵐 隆朗 松島 理士 松島 理士 大木 一剛

大木 一剛 松島 理士 五十嵐 隆朗 大木 一剛 山内 英臣

清水 哲也 蘆田 浩一 蘆田 浩一 山内 英臣 清水 哲也

大内 厚太郎 大木 一剛 山内 英臣 清水 哲也 大内 厚太郎

福田 大記 山内 英臣 清水 哲也 大内 厚太郎 渡嘉敷 唯司

渡邊　 憲 大内 厚太郎 福田 大記 福田 大記 馬場　 亮

馬場　 亮 福田 大記 渡邊　 憲 渡邊　 憲

荻原　 翔 渡嘉敷 唯司 渡嘉敷 唯司 渡嘉敷 唯司

馬場　 亮 馬場　 亮 松井 　洋

松井 　洋 松井 　洋 荻原　 翔

荻原　 翔 荻原　 翔

八反丸 善康 八反丸 善康 八反丸 善康 濱口 孝幸 八反丸 善康 八反丸 善康

篠原　 仁 篠原　 仁 濱口 孝幸 奥井 聖子 篠原　 仁 篠原　 仁

濱口 孝幸 奥井 聖子 奥井 聖子 濱口 孝幸

奥井 聖子 奥井 聖子

【内線3625-6】 八反丸 善康 篠原　 仁 八反丸 善康 篠原　 仁 八反丸 善康

篠原　 仁 奥井 聖子 濱口 孝幸 濱口 孝幸 篠原　 仁

濱口 孝幸 奥井 聖子 濱口 孝幸

奥井 聖子 奥井 聖子

※ペインクリニック
　は完全予約制です。 ※水曜日は東洋医学の鍼治療で、IMS治療ではありません。

須賀 芳文 木田 康太郎 池田 浩平 髙野 光司 山川 健太郎

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

　　【内線3636･ ※午前は、術前一般症例を診察します。

3730-1】　　 須賀 芳文 木田 康太郎 池田 浩平 髙野 光司 山川 健太郎

交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

※麻酔部
　は完全予約制です。 ※午後は、術前重症症例を診察します。

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879  

リハビリ
テーション科

午
前

午
後

午
後

午
前

ペイン

クリニック　

午
前

歯     科

(歯科口腔外科)

午
後

午
前

画像診断部

（読影担当医）

午
後

麻 酔 部 午
前

午
後
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月 火 水 木 金 土

  東京慈恵会医科大学附属病院  各科外来担当医表
       ※ 医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

平成30年10月1日現在

青木    学 青木　 学 青木　 学 小林 雅夫    青木　 学 予約外来 (交代制)

小林 雅夫 小林 雅夫 福田 一郎 木嶋 良和 福田 一郎

木嶋 良和 福田 一郎 内山 眞幸(内照射外来) 木嶋 良和

和田 紘幸 和田 紘幸 渡辺　 憲(内照射外来)

【内線3368-9】
青木    学(14時まで) 青木　 学 青木    学 小林 雅夫     福田 一郎 予約外来 (交代制)

小林 雅夫 木嶋 良和 渡辺　 憲(内照射外来) 渡辺　 憲(再診のみ) 蘆田 浩一(IVR)

和田 紘幸 和田 紘幸 木嶋 良和 木嶋 良和

和田 紘幸 兼平 千裕 

炭山 和毅 (消化管一般・腫瘍) 玉井 尚人(消化管一般・大腸腫瘍) 炭山 和毅 (消化管一般・腫瘍) 豊泉 博史 (消化管一般・腫瘍) 豊泉 博史 (第1.3.5担当)

玉井 尚人 月永 真太郎 玉井 尚人 大谷 友彦(消化管一般・大腸腫瘍) 大谷 友彦(消化管一般・大腸腫瘍) 大谷 友彦(消化管一般・大腸腫瘍)

大谷 友彦 金澤 慶典 大谷 友彦(消化管一般・大腸腫瘍) 千葉 允文 千葉 允文 月永 真太郎

月永 真太郎(EUS/FNA・胆膵) 土橋　 昭 土橋　 昭 金澤 慶典 小野 真吾 土橋　 昭

【内線3185】 千葉 允文 小野 真吾 宮下 春菜 小野 真吾 阿部 孝広 小野 真吾

金澤 慶典 (第2.4)阿部 孝広 樺 　俊介 阿部 孝広 松井 寛昌 阿部 孝広

土橋　 昭 原 　裕子 島本 奈々 宮下 春菜 堀内 英華 原　 裕子(食道・十二指腸腫瘍)

阿部 孝広 島本 奈々 原　 裕子(食道・十二指腸腫瘍) 樺 　俊介 小泉 彰郎 古橋 広人

樺 　俊介 古橋 広人 堀内 英華 島本 奈々 北村 容子 小泉 彰郎

原 　裕子 松井 寛昌 光永 眞人(内科) 古橋 広人 小林 道子

古橋 広人 小泉 彰郎 宮崎 亮佑(内科) 松井 寛昌 (第2.4担当)

松井 寛昌 檜山 雄一 田尻 久雄 小泉 彰郎 豊泉 博史 (消化管一般・腫瘍)

小泉 彰郎 小林 寛子 (第1.3)小林 道子 (第2.4.5)一志 公夫 玉井 尚人(消化管一般・大腸腫瘍)

加藤 正之 千葉 允文

宮下 春菜 金澤 慶典

三戸部 慈実(内科) 樺 　俊介

宮崎 亮佑

松井 寛昌

堀内 英華

炭山 和毅 (消化管一般・腫瘍) 玉井 尚人 豊泉 博史 豊泉 博史 豊泉 博史

豊泉 博史 大谷 友彦 玉井 尚人(消化管一般・大腸腫瘍) 玉井 尚人 大谷 友彦

月永 真太郎 月永 真太郎 大谷 友彦 大谷 友彦 千葉 允文

金澤 慶典 千葉 允文 土橋　 昭 月永 真太郎 金澤 慶典

阿部 孝広 金澤 慶典 (第2.4)小野 真吾 金澤 慶典 土橋　 昭

樺 　俊介 (第2.4)小野 真吾 宮下 春菜 土橋　 昭 阿部 孝広

原 　裕子 (第2.4)阿部 孝広 樺 　俊介 小野 真吾 (第1.3.5)小野 真吾

宮崎 亮佑 原 　裕子 原　 裕子 阿部 孝広 宮下 春菜

古橋 広人 宮下 春菜 島本 奈々 宮下 春菜 樺 　俊介

小泉 彰郎 島本 奈々 堀内 英華 樺 　俊介 島本 奈々

加藤 正之 古橋 広人 山﨑 琢士(内科) 島本 奈々 (第1.3.5)原　 裕子

宮下 春菜 松井 寛昌 澤田 亮一(内科) 原　 裕子 松井 寛昌

石田 仁也(内科) 堀内 英華 内山 勇二郎 古橋 広人 堀内 英華

日高 章寿(内科) 小泉 彰郎 松井 寛昌 望月 恵子

檜山 雄一 小泉 彰郎

小林 寛子 加藤 智弘

光永 眞人(内科)

倉持 　章

舟﨑 裕記      林　 大輝 村山 雄輔 舟﨑 裕記 林　 大輝 初診外来 (交代制)

林　 大輝 加藤 晴康 林　 大輝

窪田 大輔

(第3)清水 正人

舟﨑 裕記 (予約制) 林　 大輝 (第1.2.4.5)  小田 治男 (第2.4.5)舟﨑 裕記 (予約制) (第3)杉山 　肇

(第3)金　潤壽 油井 直子 (第4)　六本木 哲 (第2.4)梶原 宗介

(第1.3)村山 雄輔

余川 陽子 高倉 真由佳 (第1)　　高倉 真由佳

(第2)　　中野 小百合

(第3)　　余川 陽子

(第4)　　石氏 陽三

【内線3355】 松尾 陽香 中野 小百合 石氏 陽三 間中 結香

※皮膚レーザー治療室

　は完全予約制です。

下山 直人(紹介・予約のみ) 下山 直人(紹介・予約のみ) 下山 直人(紹介・予約のみ) 下山 恵美(紹介・予約のみ) 下山 直人(紹介・予約のみ)

下山 恵美(紹介・予約のみ) 下山 恵美(紹介・予約のみ) 下山 恵美(紹介・予約のみ)

秋山 政晴 佐村　 修 野木 裕子 (乳腺外科・HBOC) 小林 博司 再診外来

佐村 　修 横井 貴之

秋山 政晴

大熊 誠尚

矢内原 臨(婦人科・HBOC) 佐村 　修(産科周産期・NIPT) (第1)小林 正久(小児遺伝) 矢野 真吾 (がんゲノム) 伊藤 由紀(産科周産期・NIPT) (第2)小森 　学(耳鼻咽喉科)

(第2)小林 博司(小児遺伝) 宇和川 匡 (がんゲノム) (第2)栗原 　渉(耳鼻咽喉科)

(第3)横井 貴之(小児遺伝) 荒川 泰弘 (がんゲノム)

(第4.5)鈴木 英明(小児遺伝)

　注)　5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879      

午
後

午
前

内 視 鏡 部

午
後

午
前

スポーツ･ウエルネス
クリニック

午
前

放射線治療部

午
後

遺伝診療部 午
前

【内線3545】

午
後

午
後

皮膚レーザー
治療室

午
前

午
後

緩和ケア外来 午
前
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月 火 水 木 金 土

不妊症  鴨下 桂子  拝野 貴之  拝野 貴之  拝野 貴之  鴨下 桂子 (交代制)
外来  楠原 淳子  笠原 佑太  佐藤 琢磨  楠原 淳子  楠原 淳子  笠原 佑太　拝野 貴之

(午前)  佐藤 琢磨  笠原 佑太  鴨下 桂子　佐藤 琢磨

※2  楠原 淳子

　　男性不妊症外来

(第2.4)  交代制

小池 祐介・石井　 元

不育症  伊藤 由紀  松岡 知奈  拝野 貴之  笠原 佑太

外来

(午後)
※3

 平山 佳奈  伊藤 由紀  松岡 知奈  藪﨑 惠子  佐藤 泰輔 交代制

 上出 泰山  梶原 一紘  山村 倫啓  佐村　 修  宇田川 治彦

 佐藤 泰輔  山村 倫啓  上出 泰山  宇田川 治彦  (第1.3.5)梶原 一紘

 (第2.4)伊藤 由紀

 梶原 一紘(胎児診断)  山村 倫啓  種元 智洋(胎児診断)  宇田川 治彦(ﾊｲﾘｽｸ妊娠)  佐藤 泰輔　(ﾊｲﾘｽｸ妊娠)

 佐藤 泰輔(胎児診断) (胎児診断･ﾊｲﾘｽｸ妊娠)  上出 泰山(胎児診断)  藪﨑 惠子　(ﾊｲﾘｽｸ妊娠)  松岡 知奈　(ﾊｲﾘｽｸ妊娠)

 平山 佳奈(胎児診断)  藪﨑 惠子  伊藤 由紀(胎児診断)  大久保 春菜(ﾊｲﾘｽｸ妊娠)  宇田川 治彦

 上出 泰山 (胎児診断･ﾊｲﾘｽｸ妊娠)  山村 倫啓  佐村　 修  伊藤 由紀(NIPT外来)

 佐村　 修(NIPT外来)  鶴岡 佑斗

(胎児診断･ﾊｲﾘｽｸ妊娠)

 梶原 一紘

 佐村　 修(NIPT外来)

※1　母子センターでの産婦人科は、「生殖・内分泌外来」及び「産科外来」について診療を行っております。
※2　不妊症外来の初診は紹介状持参者のみとなります。
※3　生殖・内分泌外来の午後は専門外来及び検査になりますので完全予約制です。

月 火 水 木 金 土

外来名 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来
 (10：30～)

担当医  森田 紀代造(心臓外科)  加藤 陽子(小児科)  秋山 政晴(小児科)  宮田 市郎(小児科)  小林 正久(小児科)  浦島 充佳(小児科)

外来名 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来 入院小児チェック枠 入院小児チェック枠 入院小児チェック枠 入院小児チェック枠 入院小児チェック枠

 (10：30～)  (9：00～10：00)  (9：00～10：00)  (9：00～10：00)  (9：00～10：00)  (9：00～10：00)

担当医  秋山 政晴(小児科)  飯島 正紀(小児科)  飯島 正紀(小児科)  飯島 正紀(小児科)  山岡 正慶(小児科)  飯島 正紀(小児科)

二分脊椎ｸﾞﾙｰﾌﾟ診療 ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ(成人･心)

 (12：30～13：30) 循環器外来(11：00～)

2  服部 英和   (整形外科) (第2.４) 藤原 優子

(小児科)

胸骨矯正外来

 (11:00～13：00)

(偶数月第1) 藤原 優子

(2.3ﾌﾞｰｽ)　(小児科)

外来名 入院小児チェック枠 未熟児ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来 小児脳神経外科 未熟児ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ  遺伝子診断・

 (9：00～10：00)  (10：00～) (一般外来)(10：00～12：00) ｼﾅｼﾞｽ外来(10:30～12:00)     遺伝病治療外来

担当医  平野 大志(小児科)  田邊 行敏 (小児科)  林　 至恩 (小児科)  野中 雄一郎 (脳外科)  村山 淳子 (小児科) (第3)大橋 十也(小児科)

外来名 心理外来 心理外来 心理外来 心理外来 心理外来

担当医  柳原 聡子  柳原 聡子  山下 真菜  柳原 聡子  斉藤 和恵

外来名  (第2.4)グループ診療 二分脊椎ｸﾞﾙｰﾌﾟ診療 小児脳神経外科

(あたまとかおの形外来) (小児脳神経外科) (一般･血管障害･その他)

担当医  宮脇 剛司 (形成)  浦島 充佳　(小児科)  野中 雄一郎 (脳外科)  野中 雄一郎 (脳外科)  浦島 充佳(小児科)

 野中 雄一郎(脳外科)  増本　 愛 (脳外科)

 増本　 愛 (脳外科)

外来名 胸骨矯正外来

 (11:00～13：00)

担当医  (第1.2)  長谷川 望(小児科)  柳澤 隆昭(脳外)  小林 正久(小児科)  浦島 充佳(小児科) (偶数月第1) 藤原 優子

 後町 法子(小児科) (2.3ﾌﾞｰｽ) (小児科)

 (第3.4.5)

 菊池 健二郎(小児科)

外来名  (毎週) 小児泌尿器疾患外来

 村山 淳子 (外科疾患)

担当医  芦塚 修一(新患のみ)  芦塚 修一(小児外科) (第1)横井 健太郎(小児科)

(第2.4.5)山岡 正慶

(小児科)

(第3)湯坐 有希(小児科)

外来名 心理外来 心理外来 心理外来 心理外来 心理外来

担当医  柳原 聡子  柳原 聡子  山下 真菜  柳原 聡子  斉藤 和恵

※小児外来は、原則として各科外来診察後の予約制となっております。まずは、主科にご紹介を頂くようお願い申し上げます。
   ただし、脳神経外科と小児外科の担当する外来では、初診も母子センターにて行っております。

当番制

面談室

注) 5月1日・10月15日は大学記念日のため休診とさせていただきます。年末年始の休診は、12月29日～1月3日となります。

【附属病院代表：03-3433-1111】   医療連携室直通：03-5400-1202   FAX：03-5401-1879     

2

小児外科外来
胸部変形外来

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来

3

助産師
  外来

当番制 当番制 当番制 当番制

午
　
後

乳児健診 乳児健診

1

乳児健診 乳児健診/予防接種 小児脳脊髄腫瘍外来 未熟児ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 乳児健診

未熟児ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来 乳児健診

3

未熟児ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来

助産師
外来

当番制 当番制 当番制 当番制 当番制

内分泌･思春期外来

小児系

午
　
前

1

小児心臓外科外来 血液ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来

面談室

産科外
来

(午前)

(午後)

　　　　　東京慈恵会医科大学附属病院  総合母子健康医療センター（母子センター）外来担当医表10月分
※医師の都合により休診となる場合があります。詳しくは各科外来受付までご確認の上受診ください。

          【受付内線 5300-1】   

産婦人科

生殖･
内分泌
外来
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