
外来診療部門

［予約]  山田 高義（講師）  ［予約］  ［予約］  山田 高義（講師）

 一森 俊樹（隔週）  沖    裕昌（助教） （一般消化器） （一般消化器）  羽柴    基

 谷内 恵介（准教授）  内田 一茂（教授）

 内田 一茂（教授）  ［予約］  ［予約］  耕﨑 拓大（内視鏡診療部・准教授）

 耕﨑 拓大（内視鏡診療部・准教授） 谷内 恵介（准教授）  内田 一茂（教授）  谷内 恵介（准教授）

 廣瀬    享（講師）  廣瀬    享（講師）

 越智 経浩（助教）  西森　 功 ［午後：予約］  野崎 靖子（助教）

 岩﨑 信二  小笠原光成（助教）

　  藤本 新平（教授）  藤本 新平（教授） ［予約］

 岩崎 泰正（特任教授:予約）  田口 崇文（講師）  西山    充（保健管理センター・教授）  田口 崇文（講師）

 平野 世紀（助教）  岡﨑 瑞穂（助教）  天野 絵梨（助教）

 船越 生吾（助教）  船越 生吾（助教）

 ［午後：予約］  ［午後：予約］

 近江 訓子（特任助教）  平野 世紀（助教）

 髙田 浩史（特任助教）

 寺田 典生（教授）  寺田 典生（教授） ［予約］

 堀野 太郎（講師）  堀野 太郎（講師）  西川 浩文（助教）

 谷口 義典（学内講師）  松本 竜季（透析部・講師）

 ［午後：予約］  谷口 義典（学内講師）

 大出 佳寿（特任助教）  

 小島 研介（教授）  小島 研介（教授）

 砥谷 和人（病院准教授）  砥谷 和人（病院准教授）

 中村　 真（助教）  佐伯 恭昌（講師）

 小笠原史也（特任助教）

 横山 彰仁（教授）  横山 彰仁（教授）

 窪田 哲也（病院教授）  窪田 哲也（病院教授）

 大西 広志（講師）  大西 広志（講師）

 穴吹 和貴（助教）  酒井    瑞（助教）

 山根真由香（助教）  髙松 和史（助教）

 北岡 裕章（教授） ［予約]  北岡 裕章（教授）

 山﨑 直仁（准教授）  久保    亨（病院准教授）  山﨑 直仁（准教授）  馬場 裕一（助教）

 濱田 知幸（特任助教）  久保    亨（病院准教授）  濱田 知幸（特任助教）

 宮川 和也（助教）  弘田 隆省（学内講師）

 上田 素子（医員）  野口 達哉（学内講師）

 森木 俊宏（医員）  古島 知樹（医員）

 古谷 博和（教授）  古谷 博和（教授）

 大﨑 康史（講師）  大﨑 康史（講師）

 森田ゆかり（助教）  森田ゆかり（助教）

 宮野伊知郎（予防医学・地域医療学分野・准教授）

 横山美矢子（医員）：第一・三・五週）

 佐竹　悠良（教授）  佐竹　悠良（教授）  佐竹　悠良（教授：午後）

 藤本 新平（内科・教授）  藤本 新平（内科・教授）  天野 絵梨（内科・助教）

 寺田 典生（内科・教授）  寺田 典生（内科・教授）

 平野 世紀（内科・助教）  船越 生吾（内科・助教）

 福田　 憲（眼科・准教授）

 ［午後］  ［午後］

 平野 世紀（内科・助教）  船越 生吾（内科・助教）

 近江 訓子（内科・特任助教）  平野 世紀（内科・助教）

 高田 浩史（内科・特任助教）(予約）

 谷口 義典（内科・学内講師）  谷口 義典（内科・学内講師）  谷口 義典（内科・学内講師）  谷口 義典（内科・学内講師）

 寺田 典生（内科・教授）  寺田 典生（内科・教授）

（予約）  堀野 太郎（内科・講師） （予約）  堀野 太郎（内科・講師）

 松本 竜季（透析部・講師）  松本 竜季（透析部・講師）

 池内 昌彦（整形外科・教授）  岡上 裕介（整形外科・講師）

 久川 浩章（准教授）  藤枝 幹也（教授）  久川 浩章（准教授）  久川 浩章（准教授）  藤枝 幹也（教授）

 山本 雅樹（講師）  荒木まり子（学内講師）  大石　 拓（学内講師）  山本 雅樹（講師）  久川 浩章（准教授）

 上村 智子（医員）  玉城    渉（助教）  石原 正行（助教）  大石 　拓（学内講師）  荒木まり子（学内講師）

 脇口 明子（特任教授）  菊地 広朗（助教）  満田 直美（特任助教）  荒木まり子（学内講師）  満田 直美（特任助教）

 三浦 紀子（周産母子センター・助教）  長尾 佳樹（特任助教）  石原 正行（助教）

 丸金 拓蔵（病院助教）  三浦 紀子（周産母子センター・助教）

 細川 卓利  上村 智子（医員）  ［午後：予約］

 ［午後：予約］  ［午後：予約］  ［午後：予約］  脇口 明子（特任教授）  藤枝 幹也（教授）

 脇口 明子（特任教授）  大石    拓（学内講師）  大石 　拓（学内講師）  山本 雅樹（講師）

 菊地 広朗（助教）  石原 正行（助教）  ［午後：予約］  荒木まり子（学内講師）

 浦木　 諒（病院助教）  満田 直美（特任助教）  脇口 明子（特任教授）  玉城　 渉（助教）

 丸金 拓蔵（病院助教）  満田 直美（特任助教）

 細川 卓利

［午前］ ［午前］ ［午前］ ［午前］

 數井 裕光（教授）  數井 裕光（教授）  上村 直人（講師）  藤戸 良子（助教）

 上村 直人（講師）  樫林 哲雄（講師）  掛田 恭子（緩和医療科・学内講師）  小松 静香（特任助教）

 藤戸 良子（助教）  赤松 正規（助教）  赤松 正規（助教）  森田 啓史（医員）

［午後］  津田　 敦（特任助教）

 數井 裕光（教授）

 上村 直人（講師）

 樫林 哲雄（講師）

 高橋 秀俊（特任教授）  高橋 秀俊（特任教授）

 小松 静香（特任助教）  小松 静香（特任助教）

［午前］ ［午前］ ［午前：予約］ ［午前］

 佐野 栄紀（教授）  中島喜美子（病院教授）  佐野 栄紀（教授）  中島喜美子（病院教授）

 中島 英貴（病院准教授）  山本真有子（学内講師）  山本真有子（学内講師）  中島 英貴（病院准教授）

 青木奈津子（助教）  木戸 一成（助教）  森坂 広行（特任助教）  青木奈津子（助教）

 猿田 祐輔（医員）  ［午後：予約］

 ［午後：予約］  中島喜美子（病院教授）

 佐野 栄紀（教授）  寺石 美香（医員）

 青木奈津子（助教）  石黒麻友子（医員）

 青山由貴子（医員）

 大澤 梨佐（医員）

 山上 卓士（教授）  吉松 梨香（助教:午前）  山上 卓士（教授：午後：予約）  松本 知博（准教授:午前再診予約）

 山西 伴明（講師）

 木村 智樹（教授）  木村 智樹（教授）  木村 智樹（教授）

 足立 佳範（助教）  足立 佳範（助教）  足立 佳範（助教）  足立 佳範（助教）

外　来　診　療　予　定　医　師　日　割　表
令和３年11月

診療科/曜日
月 火 水 木 金

胃腸内科

肝・胆膵内科

　内 分 泌・
　糖尿病内科

脳神経内科

　腎　臓  ・
　膠原病内科

　呼 吸 器・
アレルギー内科

循環器内科

腫瘍内科

糖尿病センター

リウマチセンター

小　　児　　科

血液内科

老年病科

　
内
 

科

放射線治療科

放射線診断科
画像下治療（ＩＶＲ）センター

精　　神　　科

子どものこころ診療部

皮　　膚　　科



外来診療部門

 花﨑 和弘（教授）  花﨑 和弘（教授） ［溝渕 俊二（看護学科・教授）］ 花﨑 和弘（教授）

 並川 　努（病院教授）　  並川 　努（病院教授）  並川 　努（病院教授）

 北川 博之（病院准教授）  北川 博之（病院准教授）  前田 広道（講師）

 前田 広道（講師） （手術日）  前田 広道（講師） （手術日）  上村　 直（助教）

 宗景 匡哉（助教）  上村　 直（助教）

 大畠 雅之（特任教授：午前）  大畠 雅之（特任教授：午前）  藤枝 悠希（医員）：午前）

 藤枝 悠希（医員）：午後）

 小林 道也（教授）  小林 道也（教授）  小林 道也（教授）

 岡本　 健（講師）  岡本　 健（講師）  岡本 　健（講師）

乳腺・内分泌外科  杉本 健樹（病院教授）  杉本 健樹（病院教授）  杉本 健樹（病院教授：午前）

 沖　 豊和（助教） （手術日）  小河 真帆（特任助教） （手術日）  沖　 豊和（助教）

 小河 真帆（特任助教）  小河 真帆（特任助教：午前）

 三浦友二郎（教授）  三浦友二郎（教授）

 三石 淳之（助教）

 穴山 貴嗣（病院教授）  久米 基彦（医療安全管理部・准教授）  穴山 貴嗣（病院教授）
 久米 基彦（医療安全管理部・准教授）  岡田 浩晋（助教：予約）  山本麻梨乃（助教：予約）

 岡田 浩晋（助教：予約）  宮﨑 涼平（助教：予約）

 矢野 晶子  田中浩史郎（特任助教：予約）

 横山 卓司（特任助教）  安崎 恵理（医員）

 井上 啓史（部長：午前）  前田 長正（教授：午前）  井上 啓史（部長：午前）

 前田 広道（講師：第一・三　午前）

［予約］ ［予約］ ［予約］ ［予約］

 北岡 智子（緩和医療科・准教授）  北岡 智子（緩和医療科・准教授）  河野 崇（教授：午前）  北岡 智子（緩和医療科・准教授）

 前田 長正（教授）  泉谷 知明（准教授）  前田 長正（教授）

 谷口 佳代（学内講師）  橋元 粧子（医員）  泉谷 知明（准教授:午後)

 渡邊 理史（助教）  髙田 和香（医員） （予約）  渡邊 理史（助教） （予約）

 氏原 悠介（周産母子ｾﾝﾀｰ・助教） 黒川 早紀（医員）  樋口やよい（周産母子ｾﾝﾀｰ・助教）

 池上 信夫［午後］  松浦 拓也（医員）  山本 槙平（特任助教）

 大黒 太陽（医員）  橋元 粧子（医員）

 山田るりこ （手術日）  堅田 千晶（医員） （手術日）

 小栗 啓義［午後］

 池内 昌彦（教授）  池内 昌彦（教授：午前）  三宮 奈穗  武政 龍一（病院教授）  牛田 享宏（臨床教授）

 武政 龍一（病院教授：午前）  喜安 克仁（学内講師：午前） （月１回午前：予約）  岡上 裕介（講師） （月１回午前：予約）

 岡上 裕介（講師：午前）  上羽 宏明（特任助教：午後）  泉　 　仁（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部・講師：午前 

 泉　   仁（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部・講師）  南場 寛文（助教）  濵口 理沙（医員：午後）  上羽 宏明（特任助教）  川﨑 元敬    （予約）

 喜安 克仁（学内講師）  阿漕 孝治（助教：午前）  佐竹 哲典（特任助教：午前）

 寺西 裕器（医員）  杉村 夏樹（助教：午前）  阿漕 孝治（助教：午後）

 青山 直樹（医員：午前）  田所 伸朗（特任助教） （手術日）  杉村 夏樹（助教：午後） （手術日）

 濵口 理沙（医員：午後）  寺西 裕器（医員：午後）  田所 伸朗（特任助教：午前）

 古月 拓己（医員：午後）  和田 紘幸（医員：午後）  古月 拓己（医員：午後）

 森本   暢（医員：午後）

［予約］  福田    憲（准教授）  松下 恵理子（助教）  福田    憲（准教授） ［予約］

 松下恵理子（助教）  角　　 環（講師）  中平 麻美（助教）  角　　 環（講師）  宮崎 千歌（月１回）

 西内 貴史（助教）  三浦 悠作（助教）  松下恵理子（助教）  辻    英貴（不定期）

（手術日）  中平 麻美（助教）  西内 貴史（助教）

 三浦 悠作（助教）  岸本 達真（特任助教）

 兵頭 政光（教授）   ［午後：予約］  小林泰輔（病院教授）［午後は予約］   ［午前：予約］  兵頭 政光（教授）

 小林 泰輔（病院教授）   弘瀬かほり（助教）  松本 宗一（助教）   弘瀬かほり（助教）  小森 正博（講師）

 小森 正博（講師）  伊藤 広明（助教）  弘瀬かほり（助教）

 松本 宗一（助教） （手術日）  山本 美紀（非常勤） （手術日）  伊藤 広明（助教）

 長尾明日香（助教）  ［午後：予約］

 奥谷 文乃 （看護学科・教授）［午後：予約］  小森 正博（講師）

 長尾明日香（助教）［午後：予約］  伊藤 広明（助教）

 ［午前］  ［午前］  門田 知倫（特任講師）

 上羽 哲也（教授）  福田   仁（特任講師）  中居 永一（学内講師）

 福井 直樹（講師）  門田 知倫（特任講師）  上羽 佑亮（助教）

 濱田 史泰（手術部・助教）  川西　 裕（助教）

 竹村 光広（特任助教） （手術日）  竹村 光広（特任助教） （手術日）

 ［午後：予約］  ［午後：予約］  ［午後：予約］

 福井 直樹（講師）  上羽 哲也（教授）  中居 永一（学内講師）

 福田    仁（特任講師）  上羽 佑亮（助教）

 川西    裕（助教）

 執印 太郎（病院長）  辛島　 尚（准教授）  井上 啓史（教授：午前）

 井上 啓史（教授：午前）  蘆田 真吾（病院准教授）  齊藤 源顕（薬理学教授）

 辛島    尚（准教授：午前）  深田　 聡（学内講師：午後）  澤田 耕治（臨床教授：第1週午後のみ）

 田村 賢司（講師：午前）  福原 秀雄（助教）  蘆田 真吾（病院准教授）

 大河内寿夫（助教）  久野 貴平（特任助教：午前）  深田    聡（学内講師）

 久野 貴平（特任助教）  刑部 博人（透析部・助教）  福原 秀雄（助教）

 山﨑 一郎（非常勤）  田村 賢司（講師：午後　遺伝外来）  久野 貴平（特任助教）

 波越 朋也（特任助教：午後）  波越 朋也（特任助教：午後）

 山本 哲也（教授） （再診予約のみ）  北村 直也（講師） （再診予約）  山本 哲也（教授）

 仙頭 慎哉（助教）  山本 哲也（教授）  笹部 衣里（講師）  仙頭 慎哉（助教）  笹部 衣里（講師）

 笹部 衣里（講師）  仙頭 慎哉（助教）  仙頭 慎哉（助教）

 
 村上 一郎（科長、病理診断部部長・病理学講座教授） 井口みつこ（副科長）

 戸井 　慎（病理診断部副部長） 倉林 睦（医局長、病理学講座准教授）

 他、（状況に応じて） ＊女性医師もおり、ご希望に応じて対応可能。

 山岸 由佳（教授）［午後：予約］

 北村 聡子（助教）  瀬尾 宏美（教授）  武内 世生（病院教授）  小松 直樹（講師）  武内 世生（病院教授）

 武内 世生（病院教授）  北村 聡子（助教）  北村 聡子（助教）

 

診療科/曜日
月 火 水 木 金

外
　
　
　
　
　
　
　
科

消化器外科

小児外科

臨床腫瘍・
内視鏡外科

（手術日） （手術日）

乳 腺 セ ン タ ー

心臓血管外科 （手術日） （手術日）

整　形　外　科

脊椎脊髄センター

（手術日）

呼吸器外科 （手術日） （手術日）

形 成 外 科 （手術日）

骨盤機能センター

光線医療センター 完全予約制

麻　酔　科

産 科 婦 人 科

感　染　症　科

眼　　　　　科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

脳 神 経 外 科

脳卒中センター

泌　尿　器　科

総 合 診 療 部

臨床遺伝診療部 完全予約制

（手術日） （手術日）

歯 科 口 腔 外 科

病 理 診 断 科

緩 和 医 療 科 完全予約制


