
10月 外    来    担    当    医 　予　　定   表 令和3年9月24日

■禁煙外来（月・火・水・木）

 第６診察室 ◎初診外来は別紙の「初診外来担当予定表」により確認して下さい｡ 40388 ■肺高血圧症ケア外来（隔週水曜）
 第７診察室  　 初診外来の予定表は、毎月変更されます。翌月以降の診察予定日について照会があった場合は、 40389 ■遺伝性不整脈外来（第4金曜午後）
 第８診察室 　　月末に再度照会するように伝えて下さい。 40390  心内・相庭Ｄｒ
 第９診察室   ☆休診日等の確認は、時間内に医事課へ照会するよう伝えて下さい。 40391
 第10診察室 40392
 第11診察室 40762

大郷　剛 伊藤　慎 今津　美樹 泉　知里 青木　竜男 (１)診
６０２０９ ６０３４３ ４０１８５ ６０１４６ ６０２１２ 40394 ■物忘れ画像検査外来（金曜日）
岩井　雄大 天木　誠 入江　勇旗 藤野　雅史 (２)診 ■ペースメーカー (40403)
６０１５７ ６０２０４ ６０１５３ ６０１９２ 40395 　月曜日　ＩＣＤ外来
髙木　健督 宮崎裕一郎 60205(AM 神﨑　秀明 (３)診 　月曜日　ＣＲＴ外来
６００１７ 成人先天性外来(PM ６０２０３ 40396 　火曜日　ペースメーカー外来

本田怜史 60200 永瀬　聡 柳生　剛 森内　健史 (４)診
治験相談室40397 ６０２１４ ６０１９７ ６０１５８ 40397 　木曜日 遠隔モニタリング外来

坂田　泰彦 三浦　弘之 中川　頌子 岡田　厚 井上　優子 (５)診 　金曜日　小児ＰＭ外来（午後）
６０１２０ ６０１９６ ６０１５５ ６０２０６ ６０２１７ 40398 石橋Dr　（60220）

宮本　康二 山形　研一郎 中岡　良和 (６)診
６０２１３ ６０２１９ ６００３３ 40399

内 大塚　文之 米田　秀一 浅海　泰栄 岩永　善高 柳生　剛 (12)診
６０１９０ ６０１９１ ６０１９９ ４０３０８ ６０１９７ 40400
若宮　輝宜 上田　仁 不整脈科医師 草野　研吾 野口　輝夫 (13)診
６００１８ ６０２１１ (相庭　武司) ６０１４５ ６０１４７ 40401

瀬口　理 脳内(４)診
６００８４ 40411

北井　豪 辻　明宏 和田　暢 真玉　英生 脳内(５)診
６００１１ ６０２１０ ６０２１６ ６０１９５ 40411   

澤田　賢一郎 上田　暢彦 米田　秀一 心外(９)診
６００５５ ６０２４４ ６０１９１ 40406
天野　雅史 片岡　有 呼吸器(２)診
６０１４４ ６０１８９ 40416
三輪　佳織 福間　一樹 鷲田　和夫 田中　寛大 殿村　修一 (１)診 《脳内科》
６０２９４ ６０３１８ ６０３１５ ６０３３０ ６０９９４ 40410 ■認知評価外来　水曜日午前
健康脳外来 横田千晶 60245(AM 田中　智貴 福田 真弓 高下　純平 (２)診 ■健康脳外来　月曜
猪原　匡史 豊田一則 60068(PM ６０３０３ ６０３４１ ６０２９９ 40410 　臨床心理士 角田Dr (40199)
古賀　政利 吉本　武史 井上　学 吉村 壮平 塩澤　真之 (３)診   脳内　猪原Dr (60314)　　
６０２９３ ６０３２０ ６０２９５ ６０２９７ ６０２９８ 40411 ■ボツリヌス外来　水曜午後
服部　頼都 認知評価外来(AM 齋藤　聡 (４)診
６０３１６ 石山 浩之 60009(PM ６００１５ 40411
高木　正仁 ボツリヌス外来(PM) (５)診 《腎臓・糖尿病》☆は腎担当

科 ６０２９６ 40807 ■松尾Dr　月(AM糖代・PM腎臓）
槇野　久士 野口　倫生 玉那覇　民子 玉那覇　民子 松原　正樹 (９)診 ■フットケア外来（毎週月曜日）
６０２２９ ６００５４ ６０２３２ ６０２３２ ６０２２８ 40407 ■フットウエア外来（第2月曜）

南　学 大畑　洋子 槇野　久士 肥塚　諒 橡谷　真由 (10)診 ■糖尿病性腎症外来（水曜2,4週）
 腎臓内科 ６０３４０ ６０２３１ ６０２２９ ６０２３０ ６１０３１ 40407 　代謝・大畑Ｄｒ

松尾実紀 60233(AM) 吉原 史樹☆ 斯波　真理子 (11)診 ■生活習慣支援外来 （月）
糖尿病・脂質代謝 河面恭子 60238(PM) ６０２２３ ４１０１１ 40408 　　万福Dr(40265)毎週

松尾実紀(PM)☆ 岸田　真嗣 ☆ 冨田努 60056 楠　博 ☆ 有里　哲哉 ☆ (12)診 　　大屋Dr(40266)月2回
　　  ６０２３３ ６０２２６ 宮本恵宏 60242 ６０２２４ 40763 ■水 糖代　1,3,4,5週　冨田Dr

甲斐沼　尚 心臓外科　初診外来 市川　肇 佐々木　啓明 福嶌　五月 (６)診 　　　　 　2週　宮本Dr
６０００４ 福嶌　五月 ６０３３１ ６０１３３ ６０１４０ 40405・40406 ■認知機能評価外来AMED(木）
田所　直樹 川本　尚紀 奥田直樹 60126 陽川孝樹　60225 清家　愛幹 (７)診
６０１４２ ６０３９１ 今井健太 60334 (下肢静脈瘤外来含む) ６０１３６ 40405・40406 《心臓外科》
政田　健太 松田　均 帆足　孝也 　井上　陽介 藤田　知之 (８)診 ■胸骨矯正外来
６０１３１ ６０１３０ ６０３３２ ６０１３５ ６０１３８ 40405・40406 （帆足Dr　水13:00-15:00)

角田　宇司 (９)診 ■水曜日心外２診
６０１２８ 40405・40406 １，３，５週　奥田Ｄｒ
小泉　滋樹 腎内(11)診 ２，４週　　　中田Ｄｒ今井Ｄｒ
６０１９４

太田　剛史 片岡　大治 佐藤　徹 池堂　太一 櫛　裕史 (６)診
６０３０９ ６０３０４ ６０３０６ ６０９９６ ６０３２３ 40764
角　真佐武 ガンマナイフ外来 下永　晧司 ガンマナイフ外来 濱野栄佳 60307(AM) (７)診
６０３２２ 森　久恵 ６０１９３ 森 久恵 もやもや病外来(初診) 40409 《脳外科》

ガンマナイフ外来(初診) ＡＶＭ外来 ガンマナイフ外来(初診) ガンマナイフ外来(初診) (８)診　40409 ■もやもや病外来（初診）
坂口　平馬 加藤　愛章 黒嵜　健一 岩朝　徹 藤本　一途 (３)診 　 金曜日（午後）濱野Ｄｒ
６０３３９ ６０３３８ ６０３３７ ６０３６２ ６０３６４ 40412・40413 ■ガンマナイフ森Dr (60305)
大内　秀雄 黒嵜　健一 肺循環外来 川崎病 伊藤　裕貴 (４)診             ■ＡＶＭ外来(毎週　火曜日)
６０３６１ ６０３３７ 岩朝 徹 60362 津田悦子60235 ６０３５６ 40412・40413   森久恵Ｄｒ
三池　虹 加藤　温子 白石　公 フォンタン外来 (５)診

６０３６５ ６０３１７ ６００５７ 大内　秀雄 40412・40413 《小児科》
不整脈 (６)診 ■小児新患外来（火・木曜日）

加藤　愛章 40412・40413
岩永　直子 吉松　淳 中西　篤史 吉松　淳 岩永　直子 (１)診 《産婦人科》
６０３５８ ６０３５０ ６０３５５ ６０３５０ ６０３５８ 40414 ■移植判定スクリーニング(月)
塩野入　規 岩永　直子 柿ヶ野　藍子 岩永　直子 吉松　淳 (２)診 ■ホルモン外来　吉松Ｄｒ　
６０３５９ ６０３５８ ６０３４９ ６０３５８ ６０３５０ 40415

  神谷 千津子   プレコンセプショナル   神谷 千津子   (３)診
６０３６０ 神谷　千津子 ６０３６０ 40415

瀬口　理 福嶌　敎偉 小児移植 移植・VADコーディネーター
６００８４ ６００７９ 坂口　平馬 　堀   60419

望月　宏樹 望月　宏樹 望月　宏樹 　有園 60610
６００７４ ６００７４ ６００７４ 　小西 60420

高橋・SAS外来 佐田・SAS外来
６０２３７ ６０２３６

前田　篤史
10/6,10/20

　渡部　健二 ■胃カメラ
10/8,10/22 　→渡部Drの担当日

疇地道代(午前)
６０２７１

　
視野検査（石井 40193)

北村　公二 31090
鏡内　肇 鏡内　肇 鏡内　肇 鏡内　肇 鏡内　肇 ■鏡内 肇Ｄｒ(60269)

猪飼　祥子 猪飼　祥子 猪飼　祥子 猪飼　祥子   猪飼 祥子Ｄｒ(60402)
午後 午前
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31088

 耳鼻咽喉科

歯科・歯科口腔外科 31089

皮膚科

　　　　　　　　肝臓
　消化器内科
　　　　　　　　胃腸

31090

 精神神経科 40411

泌尿器科 竹澤健太郎(午後)

眼　科 小林（午後） 　辻川（午前）

呼　吸　器　科 40416

臨　床　遺　伝　科 ＮＩＰＴ外来 結合織病外来 遺伝・カウンセリング
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科
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ホルモン外来
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40404

40404
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　心臓血管外科

 脳神経外科
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児
科

小児循環

新患外来 新患外来

  心臓血管内科 

　水(第2週のみ)ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ遠隔外来

   脳血管内科

初
診
外
来

 月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 内　線


