
慈　恵　医　大　柏　病　院　外　来　担　当　医　一　覧　表                                  2023年5月1日現在

  診療科名       月   曜   日           火   曜   日           水   曜   日           木   曜   日           金   曜   日      土   曜   日
総合診療部 初再診外来　羽田野貴裕 初再診外来　平石千佳 初再診外来　交替制 初再診外来　須田憲男（第2.4週） 初再診外来　大庭好弘

（午 前） 羽田野貴裕 吉田　博　　　　 羽田野貴裕
（午 後） 羽田野貴裕

消化器・肝臓内科 初再診外来 交替制　 初再診外来 交替制　 初再診外来 交替制　 初再診外来 交替制　 初再診外来 交替制　 初再診外来 交替制　
初再診（午前）

消化器・肝臓内科 青木祐磨 橋本泰輔 小井戸薫雄　　　　 中田達也 IBD外来
予約外来（午前） 渡邊俊宗 内山　幹（第1.2.4.5週）

中田達也（第3週）
内山　幹（第2.4週） 内山　幹(第1.2.3.5週） 小井戸薫雄 岩下祐子 小田原俊一（第2.4週） IBD外来

予約外来 青木祐磨 政木隆博 岩下祐子 橋本泰輔 松本喜弘（第1.3週） 内山　幹（第1.2.4.5週）
（午 後） 中田達也 渡邊俊宗 中田達也（第3週）

初再診外来　宮川晋治 初再診外来　谷口　洋 初再診外来　中田遼志
脳神経内科 谷口　洋（予約） 宮川晋治（予約） 谷口　洋（予約） 山本　菫（予約）（第3週）

（午 前） 中田遼志（予約）
（午 後） 谷口　洋（予約） 谷口　洋（予約）（第1.3.5週） 谷口　洋（予約） 小野内健司（予約）（第2.4週）

腎臓･高血圧内科 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制(第1.3.5週） 初再診外来　交替制(第3.4.5週）
（午 前） 池田雅人 濱口明彦　　　　　 池田雅人　　　　 清水昭博　　　　 池田雅人 （第2.4週）　　　

小川恭平（CAPD) 春原浩太郎 春原浩太郎（第2.4週） 白井　泉（第1.3週）
アクセス外来（予約制）

（午 後） 清水昭博　　　　 白井　泉(CAPD) 大城賢太郎 白井　泉
小川恭平 清水昭博（特定健診CKD) 三浦　茜

リウマチ・膠原病内科 初再診外来 交替制　 初再診外来(第2.4週）　交替制
（午 前） 浮地太郎 浮地太郎
（午 後） 富田康之（第2.4週）

循環器内科 初再診外来　小武海公明 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制 初再診外来 木下浩司 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制
（午 前） 新島　旭 小武海公明 中山　稜 福島啓介 木下浩司 小武海公明（第1.3.5週）

アブレーション外来（第2.4週） 渡邉政人
（午　後） 吉田　律 小武海公明（第1.3.5週） 久保田健之 弁膜症外来

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来 山本裕大 松本拓也
糖尿病･代謝・ 初再診外来　交替制　 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制

 内分泌内科（午前） 大橋謙之亮 的場圭一郎 的場圭一郎 中原倫子 島田崇弘 大橋謙之亮（第1.3.5週）　　島田崇弘（第2.4週）
（午 後） 的場圭一郎（第1.3.5週） 大橋謙之亮 碓井文雄

中原倫子（第2.4週）
腫瘍・血液内科 初再診外来　交替制　 初再診外来　交替制(第1.3週） 初再診外来　交替制(第1.2週）

（午 前） 長尾　陸 増岡秀一　　　　 西脇嘉一　　　　 石井敬人 西脇嘉一　　　　　　　　
LTFU外来 桃木真美子 増岡秀一 LTFU外来 香取美津治

（午 後） 増岡秀一         香取美津治　　　 　　　　西脇嘉一　　　　 西脇嘉一
福島僚子 佐野公司        香取美津治

呼吸器内科 初再診外来　交替制 初再診外来　交替制(第1.2.3週） 初再診外来　交替制（第1.3週）
（午 前） 長谷川愛梨 高木正道 高木正道         稲木俊介 戸根　一哉 川尻寿季
（午 後） 高木正道　　　千田健太郎　　　　 高木正道　　　　 

感染制御部（午前） 交替制（塚田弘樹/山口敏行/保阪由美子）
（午 後） 初再診外来　交替制　

（塚田弘樹/山口敏行）
忽滑谷和孝（老年期） 岡部　究（気分障害） 岡部　究（気分障害） 忽滑谷和孝（老年期） 忽滑谷和孝（気分障害） 岡部　究（精神科一般）

 精神神経科 岡部　究（精神科一般） 亀山　洋（不安障害） 亀山　洋（不安障害） 岡部　究（不安障害） 鮫島大輔（老年期） 亀山　洋（精神科一般）
鮫島大輔（気分障害） 都留京子（精神科一般） 都留京子（精神科一般） 鮫島大輔（精神科一般） 阿部健太（精神科一般） 鮫島大輔（精神科一般）

（午 前） 亀山　洋（精神科一般） 阿部健太（精神科一般） 阿部健太（精神科一般） 亀山　洋（精神科一般） 坪内賢太（精神科一般） 阿部健太（精神科一般）
都留京子（精神科一般） 坪内賢太（精神科一般） 都留京子（精神科一般） 助川祐香（精神科一般） 都留京子（精神科一般）
坪内賢太（精神科一般） 坪内賢太（精神科一般） 菅野博志（精神科一般） 坪内賢太（精神科一般）

（午 後） 忽滑谷和孝（認知症予約） 岡部　究（FAX予約） 岡部　究（FAX予約） 忽滑谷和孝（FAX予約）
亀山　洋（認知症予約）

            和田靖之（感染・小児膠原病） 高木　健（循環器） 南波広行（感染・免疫）　 高木　健（循環器） 和田靖之 （感染・小児膠原病） 和田靖之（感染・小児膠原病）
  小 児 科  (第1.2.3.5週) 大場温子（神経）　 大場温子（神経）　 野々山葉月（神経）　 南波広行（感染・免疫）　 南波広行（感染・免疫）（第1.2.4.5週）
  　　　　  南波広行（感染・免疫）　 村﨑　亘（一般）　 野々山葉月（神経）　 藤田哲丸（一般）　 大場温子（神経）　 高木　健（循環器）（第2.3週）
（午 前） 高木　健（循環器） 大場温子(神経）（第1.4週）

　 野々山葉月（一般）（第3週）
交替制（第5週）

シナジス 乳児健診 乳児健診 乳児健診               髙畠典子（消化器・代謝）（第1.3週）
（午 後） 心理 予防接種 予防接種 予防接種

髙畠典子（消化器・代謝）（第3週） 小林尚明（血液）（第2週） 梅田千里（腎臓）（第3週） 今井祐之 (神経)（第2.4週）
小野英利奈（代謝・内分泌）（第1週） 大場温子 (神経)（第1.3.5週）
野木裕子（乳腺）（第2週） 高橋直人（上部消化管） 戸谷直樹（血管） 尾髙　真（呼吸器外科） 秋葉直志（呼吸器外科） 藤岡秀一(胆石）（第1.3.5週）

  外    科  三宅　亮（一般・乳腺・内分泌） 北川和男（下部消化管） 三宅　亮（乳腺・内分泌）（第1.2.4週） 髙野裕樹（一般・肝・胆・膵） 藤岡秀一（肝・胆・膵） 渡辺一裕(下部消化管 ）（第2.4週）
神尾麻紀子（乳腺）（第4週） 竹下賢司（上部消化管） 阿部恭平（肝・胆・膵） 馬場優治（一般・小児外科） 森　彰平（一般・呼吸器外科） 三宅　亮（乳腺・内分泌）（第3週）

（午 前） 馬場優治（小児外科） 隈本智卓（一般・下部消化管） 髙野裕太（一般・上部消化管） 伊藤栄作（血管） 成廣哲史（下部消化管） 鈴木毅弘（血管）（第2.4週）
梶　睦（下部消化管） 鈴木毅弘（一般・血管） 伊藤栄作（血管） 中嶋俊介（一般・下部消化管） 　　　　　　（一般・ヘルニア）

須山　祐（一般・呼吸器外科） 岡﨑孝平（一般・ヘルニア）
鈴木一作夢（一般・ヘルニア）

野木裕子（乳腺）（第2週） 高橋直人（上部消化管） 戸谷直樹（血管） 秋葉直志（呼吸器外科） 森　彰平（呼吸器外科） 渡辺一裕(下部消化管 ）（第2.4週）
（午 後） 三宅　亮（乳腺・内分泌） 北川和男（下部消化管） 三宅　亮（乳腺・内分泌）（第1.2.4週） 尾髙　真（呼吸器外科） 三宅　亮（乳腺・内分泌）

神尾麻紀子（乳腺）（第4週） 竹下賢司（上部消化管） 阿部恭平（肝・胆・膵） 髙野裕樹（肝・胆・膵） 成廣哲史（下部消化管）
梶　睦（下部消化管） 隈本智卓（下部消化管） 髙野裕太（上部消化管） 馬場優治（小児外科） 中嶋俊介（下部消化管）

鈴木毅弘（血管） 須山　祐（呼吸器外科）
阿部敏臣（整形一般・股関節） 新患 原田直毅（初再診） 新患 曽雌　茂（整形一般・脊椎） 交替制

  整形外科  船井　充（初再診） （手術日）　           菅　竜介（初再診） （手術日）　           牛久智加良（整形一般・脊椎） 曽雌　茂（側弯外来）（第2週）
西沢　剛（初再診） 秋山昇士（脊椎）（第2.4週） 牛久智加良（脊椎） 木島永二（整形一般・膝関節） 牛久智加良（側弯外来）（第4週）

（午 前） 前田拓哉（初再診） 片山翔太（初再診）
澤田尚武（初再診）

稲垣直哉（外傷） （手術日）　           木島永二（膝関節） （手術日）　           曽雌　茂（脊椎）
（午 後） 船井　充（整形一般・膝関節） 秋山昇士（脊椎）（第2.4週） 原田直毅（整形一般・股関節） 木島永二（膝関節）

澤田尚武（整形一般） 西沢　剛（整形一般） 阿部敏臣（股関節）
(完全予約制) 菅　竜介（整形一般） 金井知彬（救急）（第1.3.5週） 片山翔太（整形一般・膝関節）

前田拓哉（整形一般）
  形成外科  （手術日）　           岸　慶太（形成一般・再建外科） 藤田吉彦（形成一般・乳房再建） 山住彩織（形成一般） （手術日）　           山住彩織（第1週）　　　藤田吉彦（第2週）

（午 前） 夏目隆太郎（形成一般） 久松丈朗（形成一般） 糸洲友視（形成一般） 糸洲友視（第3週）　　　岸　慶太（第4週）
（午 後） 宮脇剛司（第3週） 西村礼二（第4週）

（手術日）　           堀内一史 （手術日）　           長谷川 譲 田中俊英（第1.3.4週）　　　         齋籐孝司（第1.4週）   勅使川原明彦（第1週）
脳神経外科 勅使川原明彦 栃木　悟 東本杏一 長谷川 譲（第2週）　  田中俊英（第2週）　　 

（午 前） 舘 林太郎 舘 林太郎（第2週)　　 栃木　悟（第3週）
東本杏一（第3.5週） 　堀内一史（第4週）

（午 後） 堀内一史（脳血管障害専門外来） 栃木　悟（脊髄脊椎専門外来） 田中俊英（脳腫瘍専門外来）
勅使川原明彦（脳腫瘍専門外来） 舘　林太郎（脳血管障害専門外来） （第1.3.4週）

心臓外科（午前） 長沼宏邦 （手術日）　           中村賢（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来）（第2.4週） 村松宏一 川田典靖
（午 後）

（手術日）　           山岸大樹（初診） 平福啓一伍（初診） 遠藤幸紀（初診） 脇　裕磨（初診） 交替制
皮膚科 交替制 遠藤幸紀（再診）　　　 　 遠藤幸紀（再診）　　　 　 山岸大樹（再診） 平福啓一伍（再診）

平福啓一伍（再診） 脇　裕磨（隔週）（再診）　　　 　 平福啓一伍（再診） 富田茉友香（再診）
（午 前） 富田茉友香（再診） 山岸大樹（再診） 石河杏奈（再診） 石河杏奈（再診）

石河杏奈（再診） 富田茉友香（再診） 松本梨佳（再診） 松本梨佳（再診）
松本梨佳（再診） 石河杏奈（再診） 荒巻佳祐（再診） 荒巻佳祐（再診）
荒巻佳祐（再診） 松本梨佳（再診）

荒巻佳祐（再診）
（午 後） (手術日） 生検 (手術日） (手術日） 生検

三木　淳（前立腺腫瘍）　 　 三木　淳(尿路腫瘍）（第1.4週） （手術日）　           木村章嗣（尿路腫瘍）　 　 （手術日）　           岩谷洸介（第1週）
泌尿器科 岩谷洸介（尿路腫瘍）　 　 岩谷洸介（前立腺腫瘍） 交替制 江井裕紀（前立腺腫瘍）　 　 交替制 江井裕紀（第2.3週）
（午 前） 齋藤　駿 鯵坂志乃 山口遼太郎 鯵坂志乃（第4週）

藤原健佑 勝見恒太 木内ゆりあ 交替制（第5週）
（手術日）　           （手術日）　           （手術日）　           （手術日）　           （手術日）　           （手術日）　           

  産婦人科  交替制（初再診・一般外来） 交替制（初再診・一般外来） 交替制（初再診・一般外来） 交替制（初診） 交替制（初再診・一般外来） 交替制（初再診・一般外来）
關　壽之（婦人科） 堀川真吾（婦人科） 髙野浩邦 （婦人科）    舟木　哲（産科） 横須幸太（婦人科） 交替制（産科）

（午 前） 金　里阿（産科） 井上こころ（産科） 堀谷まどか（産科） 福島蒼太（産科） 福島蒼太（第1週）　　　 舟木　哲（第2週）
金　里阿（第3週）　　　  井上こころ（第4週）

（手術日）                （手術日）                （手術日）                （手術日）                （手術日）                （手術日）                
交替制（再診・一般外来） 交替制（再診・一般外来） 交替制（再診・一般外来） 舟木　哲（産科） 交替制（再診・一般外来） 交替制（再診・一般外来）

（午後） 關　壽之（婦人科） 堀川真吾（婦人科） 髙野浩邦 （婦人科）    横須幸太（婦人科）
金　里阿（産科） 井上こころ（産科） 堀谷まどか（産科） 福島蒼太（産科）

眼    科 郡司久人 堀口浩史     （手術日）　           （手術日）　           郡司久人　 交替制
(午 前） 岸　孟史 中村仁紀    　        交替制 堀口浩史　　　　　　　　 溝渕　圭

溝渕　圭 島田龍一 溝渕　圭 伊東良祐
島田龍一 齊藤友香 伊東良祐 齊藤友香　　　
貝塚千尋 山下佳織 齊藤友香 山下佳織
本澤孝樹 本澤孝樹 貝塚千尋 四蔵梨奈
田中　梨緒 交替制（四蔵梨奈/田中梨緒）
田　聖花（第2週）
岸　孟史　　　 中村仁紀 （手術日）                （手術日）                伊東良祐

（午後） 溝渕　圭（第2.4週） 伊東良祐 岸　孟史 四蔵梨奈
島田龍一 齊藤友香 島田龍一　　　　
貝塚千尋 貝塚千尋 山下佳織
四蔵梨奈 山下佳織 本澤孝樹
田中梨緒 本澤孝樹 田中梨緒
小林俊樹（耳鼻咽喉科一般） 結束　寿（耳鼻咽喉科一般） （手術日）　           結束　寿（耳鼻咽喉科一般） （手術日）　           交替制

耳鼻咽喉・ 弦本惟郎（耳鼻咽喉科一般） 水成陽介（耳鼻咽喉科一般） 小林俊樹（耳鼻咽喉科一般） 森下幸太郎（耳鼻咽喉科一般） 交替制
頭頸部外科 森下幸太郎（耳鼻咽喉科一般） 石橋直樹（耳鼻咽喉科一般） 石橋直樹（耳鼻咽喉科一般）

(午 前） 水上準也(耳鼻咽喉科一般） 島　佳奈（耳鼻咽喉科一般）
長田有華（耳鼻咽喉科一般）

弦本惟郎（耳鼻咽喉科一般） 結束　寿（頭頸部腫瘍） （手術日）　           水成陽介（耳鼻咽喉科一般） （手術日）　           
（午 後） 森下幸太郎（耳鼻咽喉科一般） 水成陽介（頭頸部腫瘍） 小林俊樹（耳鼻咽喉科一般） 石橋直樹（耳鼻咽喉科一般）

長田有華（耳鼻咽喉科一般） 島　佳奈（耳鼻咽喉科一般） 交替制 島　佳奈（耳鼻咽喉科一般）
水上準也(耳鼻咽喉科一般） 長田有華（耳鼻咽喉科一般） 川畑満里奈(耳鼻咽喉科一般）

水上準也(耳鼻咽喉科一般）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 竹川　徹（リハビリ全般・義肢装具） 竹川　徹（リハビリ全般） 又吉由紀子（リハビリ全般) 竹川　徹（リハビリ全般） 竹川　徹（リハビリ全般） 交替制

(午 前） 又吉由紀子（運動器・心ﾘﾊ) 又吉由紀子（運動器・心ﾘﾊ) 又吉由紀子（運動器・心ﾘﾊ)
放射線部 最上拓児　　　　 倉田直樹　　　 最上拓児　　　　倉田直樹   倉田直樹　　　　福田健志 最上拓児　　　　　倉田直樹   福田健志　　　　 大木洋平 交替制

画像診断外来 福田健志　       大木洋平 福田健志　　　　内原公之       大木洋平　　　　蓮見　淳　　　　 大木洋平　　　　　蓮見　淳　　　　 蓮見　淳　　　　　内原公之
(午 前） 蓮見　淳　　　　　内原公之 内原公之

放射線治療外来（午前） 小林雅夫　　　　湊　恭輔 小林雅夫　　　　湊　恭輔 小林雅夫　　　　　　  湊　恭輔　　　　 小林雅夫 湊　恭輔 小林雅夫（不定期）　　　　湊　恭輔（不定期）
放射線治療外来（午後） 小林雅夫　　　　湊　恭輔　　　　　　　　　　　　　小林雅夫　　　　湊　恭輔　　　　　　　　　　　　　中川昌之(不定期）　湊　恭輔 小林雅夫　　　　　　　　　　　　　　　　　 湊　恭輔 小林雅夫（不定期）　　　　湊　恭輔（不定期）　

内視鏡部 月永真太郎　 月永真太郎  安達　世　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　安達　世　　　　　 　　　　　　 月永真太郎　　　 安達　世 月永真太郎(第2.3週）　
（午 前） 安達　世 土橋　昭 山本純平 土橋　昭 青木祐磨　　　　　渡邊俊宗　　　　　 安達　世（第1.5週）　　　

橋本泰輔 山本純平　　　　　　　　　　　 中村光希 山本純平 千葉井紀人 土橋　昭（第1.4週）
千葉井紀人 渡邊俊宗　　　　 鈴木健一朗 荒川廣志（第2.4週） 山本純平（第3.4.5週）
中村光希 中村光希 中村光希 青木祐磨（第2週）　　　　　中村光希
月永真太郎　　 安達　世 月永真太郎    　土橋　昭 安達　世　　　　　　　 　　　　　 月永真太郎　　　 土橋　昭　　　　　　  　  月永真太郎　　　 安達　世

（午 後） 内山　幹（第1.3.5週） 山本純平　　　　 千葉井紀人 山本純平 山本純平　　　　　 山本純平　　　　　青木祐磨
渡邊俊宗　　　　橋本泰輔 岩下祐子　　　　 中村光希 内山　幹 番　大和（第4週） 千葉井紀人
千葉井紀人　　 岩下祐子 中村光希 鈴木健一朗       中村光希 荒川廣志（第2.4週）
中村光希 小山誠太（第3週）

救急部
24時間対応

卯津羅雅彦　　奥野憲司　　長谷川意純　　亀岡佳彦　　近藤達弥　　又市啓輔　　金井知彬　　並木宏也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市川優貴　　岡﨑孝平　　関根千博　　稲村優芽佳　　鎌田絵里奈　　今村正秀　　河井基樹　　鈴木一作夢
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