
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　各科外来担当医表　　　　　　　 2023年5月1日現在
月 火 水 木 金 土

*根本昌実 【交代制】（初診） 根本昌実（初診） 関　晋吾（初診）【第3週】 根本昌実（初診） 根本昌実（初診）【第1・2・4週】
 【交代制】（初診） 大庭好弘（初診） 関　晋吾（初診）【第4週】 大庭好弘（初診）【第1週】

浅野滉佑（初診）【第2・3週】 浅野滉佑（初診）【第4週】
午後

*富田陽一（胆・膵） *天野克之（化学療法・肝） *穗苅厚史 *天野克之（化学療法・肝） *穗苅厚史 *〔交代制〕（IBD外来）

*菅原一朗（胆・膵） *原田健太郎（化学療法） *天野克之（化学療法・肝） *秋田義博（消化管・IBD） *小川まい子（消化管・IBD） *穗苅厚史【第4週】
*天野克之（化学療法・肝）【第2週】
*〔交代制〕（消化器一般）【第1・3・5週】

*穗苅厚史 *天野克之（化学療法・肝） *天野克之（化学療法・肝） *佐藤紗弥香（消化管） *佐藤憲一（肝）【第4週】 *荒井吉則（IBD外来）【第1週】
*永妻啓介（肝）【第3週】

 國分  達（初診） *國分  達 *大本周作 〔交代制〕（初診）【10時～】 *高津宏樹
 高津宏樹（初診）

*大本周作 *大本周作【第1週】 *大本周作 *大本周作 (パーキンソン外来)
*高津宏樹 (パーキンソン外来) 【第1・3・5週】

丹野有道 木戸口慧 倉重眞大 西尾信一郎 丹野有道 丹野有道【第2・4週】
木戸口慧 古谷麻衣子 増田直仁 倉重眞大【第1・3・5週】
倉重眞大 古谷麻衣子 畑中彩恵子 西尾信一郎 丹野有道 丹野有道    【第2・4週】

倉重眞大    【第1・5週】
増田直仁    【第4週】
古谷麻衣子 【第3週】
木戸口慧     【第2週】

リウマチ膠原病内科 午前 　 金月　勇  【第2・3週】
*横田太持 *浮地  里佳子 *大澤正享 *海老澤高憲 *横田太持 *横田太持

*長尾咲希
*林　毅 (内分泌専門) *横田太持 *横田太持 *横田太持

*海老澤高憲
*鈴木美香

*谷川真一 *南井孝介 *南井孝介 *徳田道史 *白崎圭輔（初診外来） *南井孝介   【第1・3・5週】
 白崎圭輔（初診外来） *平木那奈（初診外来） *長谷川潤（初診外来） *長谷川潤 〔交代制〕

*加藤美香（アブレーション外来）
*板倉良輔 *南井孝介 *南井孝介 *徳田道史 （ペースメーカー外来）【第2・3・5週】 *長谷川潤
*白崎圭輔 *佐藤秀範 *長谷川潤（ペースメーカー外来）【第1・4週】

*塚田尚子 *國原　孝（心臓外科外来）【第4週】
　
*内山翔太 *篠原和歌子 *吉田和史 *栁澤治彦 *関　好孝 *吉田和史

*上井康寛
*松井勇磨 *市川晶博 *関　好孝 *関　好孝

*上井康寛
感染制御部 午前 吉川晃司 吉川晃司

山寺　亘(睡眠障害) 醍醐龍之介 山寺　亘 山寺　亘 中村咲美 山寺　亘【第1・3・5週】
中村咲美 大越啓吾 中村咲美 中村咲美 醍醐龍之介 中村咲美【第2・4週】
醍醐龍之介 寺田怜茉 寺田怜茉 寺田怜茉 大越啓吾 醍醐龍之介
大越啓吾 影山美帆 影山美帆 杉原亮太 影山美帆 大越啓吾
影山美帆 橋爪敏彦 寺田怜茉

影山美帆

午後 山寺　亘  （※緩和ケア）
髙畠典子 齋藤亮太 髙畠典子 齋藤亮太 堀向健太 髙畠典子【第1・3・4・5週】
堀向健太 久保田　淳【第1・3・5週】 堀向健太 木下美沙子 松岡  諒 齋藤亮太【第1・2・3・5週】
木下美沙子 武政洋一【第2・4週】 久保田　淳 久保田　淳 木下美沙子 久保田　淳【第1・2・4・5週】
松岡  諒 *小林尚明（血液）【第2週】 松岡  諒【第2・3・4・5週】

*齋藤真希  （内分泌）【第2・4週】 *齋藤亮太  （循環器外来) *久保田　淳 （神経外来） *堀向健太 （アレルギー） *(心理)
*（乳児健診） *武政洋一（腎臓）【第1・3週】 *（乳児健診） *（予防接種)
*（心理） *（心理）

*川瀨和美（乳腺・甲状腺） *小川匡市（下部消化管） *吉田和彦（消化管・乳腺・甲状腺） *黒田　徹（再診） *川瀨和美（乳腺・甲状腺） *吉田和彦（消化管・乳腺・甲状腺）
*金森大輔（小児外科） *青木寛明（上部消化管） *薄葉輝之（肝・胆・膵） *石山　守（下部消化管） *浅野久敏（呼吸器） *川瀨和美（乳腺・甲状腺）【第4週】
  小郷桃子（初診・下部消化管） *岩瀬亮太（肝・胆・膵） *今北智則（下部消化管） *青木寛明（上部消化管） *橋爪良輔（下部消化管） *青木寛明（上部消化管） 【第1週】
*山下貴晃（乳腺・甲状腺）   荒川智嗣（初診・呼吸器）   山本世怜（初診・上部消化管）   古謝学（初診・下部消化管） 　中瀬古　裕一（初診・肝胆膵） 　瀧島輝幸(初診･下部消化管)【第1･3･5週】

　佐々木　晃隆(初診）【第2・4週】

*川瀨和美 (乳腺・甲状腺)（※緩和ケア） *小川匡市 (下部消化管） *薄葉輝之（肝・胆・膵） *青木寛明 (上部消化管） *浅野久敏（呼吸器） *瀧島輝幸（下部消化管）【第1･3･5週】
*金森大輔 (小児外科) *青木寛明 (上部消化管) *今北智則（下部消化管） *石山　守 (下部消化管) *橋爪良輔（下部消化管）
*小郷桃子(下部消化管) *岩瀬亮太（肝・胆・膵） *山本世怜（上部消化管） *山下貴晃（乳腺・再診） *山下貴晃（乳腺・甲状腺）
*山下貴晃（乳腺・甲状腺） *荒川智嗣（呼吸器） *瀧島輝幸（下部消化管） *古謝学（下部消化管）

　山中章貴（初再診） 　窪田　誠（初再診）【第2・4週】 　山元　駿（初再診） 井ノ上裕彬（初再診） 　羽田野　佑香（初再診）【第2・4週】 〔交代制〕
*井上　雄（脊椎脊髄外科） 　井上　雄（初再診）【第1・3・5週】 *山中章貴（膝関節外科） 　天神彩乃（初再診）【第1・3週】  （山元・山中・井ノ上・鈴木(菫)・鈴木(涼））

*窪田　誠（足の外科）【第1・3・5週】 　山中章貴（初再診）【第2・4週】 *窪田　誠（足の外科）【第4週】
*井上　雄（脊椎脊髄外科）【第2・4・5週】 *井上　雄（側弯症外来）【月1回】
*山元　駿（脊椎脊髄病）

*井上　雄（脊椎脊髄外科） *窪田　誠（整形外科一般）【第2・4週】 *山中章貴（膝関節外科） *窪田　誠（足の外科） *井上　雄（脊椎脊髄外科）【第2・4・5週】
*鈴木涼太(整形外科一般） 　井ノ上裕彬（整形外科一般） *山元　駿（脊椎脊髄病）

長島弘泰（脳神経外科一般） 〔交代制〕  （初診のみ） 青木　建（脳神経外科一般・脳血管障害） 〔交代制〕  （初診のみ） 青木　建（初診外来）

藤田周佑（脳神経外科一般） 長島・青木 小島アリソン健次 長島・青木 武井　淳（脳神経外科一般）
*厚地正道（正常圧水頭症） ※手術日 ※手術日  
*長島弘泰（DBS/SCS） ＊山本洋平 （脳腫瘍）(再診のみ)【第1・3週】

形成外科 午後 *交代制  【第2・4週】
中野小百合 中野小百合 川瀨正昭 川瀨正昭 〔交代制〕 〔交代制〕
山岸紗也子 阿部佳奈美 山岸紗也子 中野小百合 ※手術日
水野謙太 水野謙太 阿部佳奈美 山岸紗也子
高野敦啓 高野敦啓 水野謙太 阿部佳奈美
津田貴子 樋口麻那美 高野敦啓 高野敦啓

津田貴子 樋口麻那美 樋口麻那美
津田貴子 津田貴子

午後 手術 手術 手術 手術
山田裕紀（泌尿器科一般） 〔交代制〕 山田裕紀（泌尿器科一般）【第1・3週】 安江圭史（泌尿器科一般・前立腺生検） 〔交代制〕 山田裕紀【第1週】
田代康次郎（泌尿器科一般） （山田・田代・安江・高橋・高見澤・岡本・吉原） 田代康次郎（泌尿器科一般）（ボトックス） 高橋悠介（泌尿器科一般） （山田・田代・安江・高橋・高見澤・岡本・吉原） 田代康次郎【第3週】
岡本真里愛（泌尿器科一般） ※手術日 安江圭史（泌尿器科一般） 岡本真里愛（泌尿器科一般） *清田　浩 安江圭史【第2週】
高見澤重慶（泌尿器科一般） 高橋悠介（泌尿器科一般） 吉原健太郎（泌尿器科一般） ※手術日 高橋悠介【第4・5週】

岡本真里愛【第1週】
高見澤重慶【第4・5週】
吉原健太郎【第2週】

津田明奈 中河西　絵 小島大紀 斎藤元章 小山奈那子 （一般外来）〔交代制〕
田中昌哉 磯　勇翔 村田知久（妊婦健診） 川本茉利子 寺内博文 （妊婦健診）〔交代制 〕
（一般外来）〔交代制〕 （一般外来）〔交代制〕 （一般外来）〔交代制〕 （一般外来）〔交代制〕 （一般外来）〔交代制〕
（産後健診） （産科専門外来） （産科専門外来） （産後健診） （産科専門外来） （産科専門外来）

（産科専門外来）
【手術・処置・検査日】

*林　孝彰 *田　聖花 〔交代制〕  （初診） *田　聖花 *林　孝彰 〔交代制〕
*徳久照朗 *飯田由佳 ※手術日 *徳久照朗 *飯田由佳（初診） （田・徳久・飯田・福永・小山）
*飯田由佳  小山睦美（初診）   福永直子（初診） *福永直子
 福永直子（初診） *小山睦美（初診） *小山睦美

午後 *高橋現一郎【第4週】
〔交代制〕(初診・急患のみ) 飯田　誠 飯田　誠 〔交代制〕  (初診・急患のみ) 鄭　雅誠【第2・4週】 〔交代制〕
※手術日 原山幸久 鄭　雅誠 ※手術日 高津　南美子 （原山・鄭・柳原・高津・中澤・渡邊）

柳原太一 高津　南美子 中澤圭史
中澤圭史 渡邊雄太 渡邊雄太【第1・3・5週】

辰野　聡 辰野　聡 辰野　聡  (午前のみ) 辰野　聡 辰野　聡（午前のみ） 〔交代制〕 
竹永晋介 竹永晋介 竹永晋介 渡嘉敷唯司 竹永晋介 （辰野・竹永・渡嘉敷・樋口・藤森）
狩野麻実 渡嘉敷唯司 渡嘉敷唯司 狩野麻実 渡嘉敷唯司
樋口陽大 狩野麻実 樋口陽大 樋口陽大 樋口陽大
藤森彩子 藤森彩子 藤森彩子 藤森彩子

午前 木嶋良和
午後 青木　学
午前 小林一成 小林一成 小林一成 鈴木由美 小林一成 〔交代制〕
午後 鈴木由美 小林一成 鈴木由美 鈴木由美 鈴木由美

松井寛昌 猪又寛子 猪又寛子 豊泉博史 豊泉博史 〔交代制〕
松井寛昌 松井寛昌 猪又寛子

豊泉博史 豊泉博史 猪又寛子 豊泉博史 豊泉博史
松井寛昌 一志公夫 猪又寛子 猪又寛子

相澤摩周  【第2・4週】 松井寛昌 松井寛昌
猪又寛子 川原洋輔【第1・3週】
松井寛昌

※緩和ケアは、紹介元医療機関からのＦＡＸ予約のお申込みとなります。患者さんからの予約はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科は、確定診断のみの対応となりますことをご了承下さい。医師の判断により、継続治療が必要となる場合は、他医療機関をご紹介させて頂きます。

※整形外科は、予約のない患者さんは、紹介状を持参されても場合により初診外来での診察となります。

総合診療部
午前

消化器・肝臓内科

午前

午後

脳神経内科
午前

午後

腎臓・
高血圧内科

午前

午後

小児科

午前

午後

糖尿病・代謝・
内分泌内科

午前

午後

循環器内科

午前

午後

呼吸器内科
午前

午後

精神神経科
午前

外　科

午前

午後

整形外科

午前

午後

眼　科
午前

脳神経外科
午前

〔交代制〕  （初診のみ）
長島・青木・武井・藤田・小島

午後

皮膚科
午前

泌尿器科 午前

産婦人科

午前

午後

＊は予約診療制となっております。　　　※外来担当医表は毎月更新されます。また、休診・代診となる場合がございます。

耳鼻咽喉・頭頸部外科 午前

放射線部

【画像診断】

午前
午後

【放射線治療外来】

リハビリテーション科

内視鏡部

午前 (豊泉・猪又・松井・松田・堀内)

午後
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