
慶 應 義 塾 大 学 病 院              診療担当医表　〔6月分(1)〕 
午前/午後

○ 石井　誠 呼吸器 中鉢　正太郎 呼吸器 川田　一郎 呼吸器 楠本　竜也 呼吸器 ◎ 福永　興壱 呼吸器 川田　一郎 呼吸器
光石　彬史 呼吸器 入江　秀大 呼吸器 鎌田　浩史 呼吸器 正木　克宜 呼吸器 加畑　宏樹 呼吸器 竹原　朋宏 呼吸器
池村　辰之介 呼吸器 副島　研造 呼吸器 奥隅　真一 呼吸器 安田　浩之 呼吸器 杉原　快 呼吸器

藤島　清太郎 呼吸器
中鉢　正太郎 呼吸器 ○ 石井　誠 呼吸器 寺井　秀樹 呼吸器 鎌田　浩史 呼吸器 岡森　慧 呼吸器 中山　真吾 CPAP外来
櫻井　香 呼吸器 岡森　慧 呼吸器 加畑　宏樹 呼吸器 舘野　博喜 禁煙外来 桑江　美聡 呼吸器 正木　克宜 呼吸器
山澤　稚子 CPAP外来 田野﨑　貴絵 呼吸器 小川　卓範 呼吸器

◎ 福永　興壱 呼吸器
◎ 福田　恵一 循環器 ○ 佐野　元昭 循環器 遠藤　仁 循環器 湯浅　慎介 循環器 金澤　英明 循環器/ 川上　崇史 循環器

高月　誠司 不整脈 高月　誠司 循環器 荒井　隆秀 循環器 木村　雄弘 循環器 成人先天性疾患 香坂　俊 循環器
林田　健太郎 弁膜症 片岡　雅晴 肺高血圧症 北方　博規 循環器 庄司　聡 循環器 勝俣　良紀 循環器 藤澤　大志 循環器
福岡　良磨 循環器 守山　英則 循環器 安西　淳 循環器 山川　裕之 田野崎　翔 循環器 山川　裕之 ファブリー病

安西　淳 循環器
楠本　大 循環器 ○ 佐野　元昭 心不全・心筋症 片岡　雅晴 肺高血圧症 香坂　俊 海外・治験 湯浅　慎介 循環器 遠藤　仁 循環器
藤田　淳 循環器 川上　崇史 肺塞栓・冠動脈 板橋　裕史 循環器 鶴田　ひかる 循環器 鶴田　ひかる 循環器 勝俣　良紀 遺伝性心疾患
荒井　隆秀 木村　雄弘 不整脈 白石　泰之 心不全 岸野　喜一 循環器 木村　舞 循環器 遠山　周吾 循環器

牧野　伸司 循環器
○ 中本　伸宏 消化器一般 岩崎　栄典 胆道・膵臓 ◎ 金井　隆典 消化器一般 細江　直樹 消化器一般 岩崎　栄典 消化器一般 ◎ 金井　隆典 炎症性腸疾患

正岡　建洋 上部消化管 正岡　建洋 消化器一般 川﨑　健太 消化器腫瘍 玉川　空樹 胆道・膵臓 平田　賢郎 消化器腫瘍 三上　洋平 消化器一般
三上　洋平 炎症性腸疾患 ○ 中本　伸宏 肝臓 正岡　建洋 上部消化管 髙林　馨 内視鏡治療 楮　柏松 肝臓 正岡　建洋 便秘
谷木　信仁 肝臓 筋野　智久 炎症性腸疾患 吉松　裕介 炎症性腸疾患 吉田　文 肝臓 南木　康作 炎症性腸疾患 牟田口　真 炎症性腸疾患
平田　賢郎 消化器腫瘍 津軽　開 消化器腫瘍 森川　麗　 肝臓 浜本　康夫 消化器腫瘍 洪　繁 膵臓 楮　柏松 肝臓

浜本　康夫 消化器腫瘍ゲノム
山高　果林 肝臓 清原　裕貴 炎症性腸疾患 筋野　智久 炎症性腸疾患 正岡　建洋 機能性疾患・ピロリ 平田　賢郎 消化器腫瘍　 河口　貴昭 炎症性腸疾患
三上　洋平 炎症性腸疾患 谷木　信仁 肝臓 横山　裕一 肝臓 浜本　康夫 消化器腫瘍 岩男　泰 炎症性腸疾患 ○ 中本　伸宏 肝臓
加藤　眞三 節酒外来・肝臓 多田　慎一郎 肝臓 森川　麗 肝臓 津軽　開 消化器腫瘍 海老沼　浩利 肝臓 齋藤　義正 上部消化管
福原　誠一郎 胆道・膵臓 水上　健（第2) 便秘 緒方　晴彦 炎症性腸疾患 井上　詠 炎症性腸疾患

星　瞳 肝臓 福原　佳代子 炎症性腸疾患
徳山　博文 腎臓・高血圧 ◎ 伊藤　裕 糖尿病 税所　芳史 糖尿病 ◎ 伊藤　裕 腎臓・高血圧 栗原　勲(第1・3・5) 内分泌 徳山　博文 腎臓・高血圧
小林　佐紀子 内分泌 ○ 脇野　修 腎臓・高血圧 横田　健一（第1・3・5) 内分泌 稲石　淳 糖尿病 入江　潤一郎 糖尿病・肥満 目黒　周 糖尿病
山口　慎太郎 腎臓・糖尿病 栗原　勲 内分泌 栗原　勲(第2・4) 内分泌 宮下　和季 内分泌 横田　健一(第2・4) 内分泌 長谷川　一宏 腎臓・高血圧
田中　正巳 糖尿病 長谷川　一宏 腎臓・高血圧 木内　謙一郎 糖尿病・内分泌 神田　武志 腎臓・高血圧 ローテーション 内分泌

林　香 腎臓・高血圧 伊藤　新 糖尿病
中島　裕也 糖尿病

目黒　周 糖尿病 中谷　英章 腎臓・高血圧 門川　俊明 腎臓・高血圧 徳山　博文 腎臓・高血圧 神田　武志 腎臓・高血圧
入江　潤一郎 糖尿病・肥満 田中　正巳 糖尿病 牧尾　将幹 糖尿病 林　松彦 腎臓・高血圧 杉山　和俊 糖尿病
長谷川　一宏 腎臓・高血圧 中島　裕也 遺伝性糖尿病 宮下　和季 副腎内分泌 小谷　紀子 １型糖尿病ポンプ 小林　佐紀子 甲状腺・副甲状腺

目黒　周 フットケア 伊藤　新 １型糖尿病
◎ 中原　仁 神経内科 関　守信 神経内科 勝又　雅裕 神経内科 滝沢　翼 神経内科 ○ 鈴木　重明 神経内科 伊東　大介 神経内科

伊澤　良兼 神経内科
○ 清水　隆之 血液 ○ 清水　隆之 血液 岡本　真一郎 血液 菊池　拓 血液 ◎ 森　毅彦 血液 甲田　祐也 血液

松木　絵里 血液 加藤　淳 血液
櫻井　政寿 血液

リウマチ・膠原病 午前 菊池　潤 リウマチ・膠原病 大友　耕太郎 リウマチ・膠原病 花岡　洋成 リウマチ・膠原病 ○ 鈴木　勝也 リウマチ・膠原病 ◎ 金子　祐子 リウマチ・膠原病 仁科　直 リウマチ・膠原病
北川　雄光 一般消化器外科
北郷　実 肝胆膵・移植 篠田　昌宏 一般外科 /肝胆膵・移植 和田　則仁 一般外科 /ヘルニア ◎ 尾原　秀明 一般外科 /血管外科 岡林　剛史 一般外科 /大腸 ○ 川久保　博文 一般外科 /食道・胃
松原　健太郎 血管外科 ◎ 尾原　秀明 血管外科 高橋　麻衣子 乳腺 松原　健太郎 血管外科 北郷　実 肝胆膵・移植 　 松田　諭（第2・5） 大腸

阿部　雄太 肝胆膵・移植 八木　洋 肝胆膵・移植 関　朋子 乳腺 長谷川　康 肝胆膵・移植 　 竹内　裕也(第4) 食道・胃
岡林　剛史 大腸 入野　誠之 食道・胃 清島　亮 大腸

茂田　浩平 大腸
○ 川久保　博文 食道・胃 和田　則仁 胃 高橋　麻衣子 乳腺 ◎ 尾原　秀明 一般外科 /血管外科 清島　亮 大腸 古川　俊治 胃

北郷　実 阿部　雄太 肝胆膵・移植 松原　健太郎 血管外科 鶴田　雅士 大腸
真柳　修平 食道・胃 中村　理恵子 胃 堀　周太郎 肝胆膵・移植 岡林　剛史 大腸
松田　諭 食道・胃 田中　真之 肝胆膵・移植 茂田　浩平 大腸
朝倉　啓介 肺・縦隔 ◎ 淺村　尚生 肺・縦隔 加勢田　馨 縦隔/気胸 ○ 菱田　智之 肺・縦隔 ◎ 淺村　尚生 肺・縦隔 交代制 肺・縦隔

政井　恭兵 肺・縦隔
午後 政井　恭兵 漏斗胸 交代制 肺・縦隔

心臓血管 午前 ○ 伊藤　努 心外一般 山﨑　真敬 後天性疾患 木村　成卓 先天性心疾患 ◎ 志水　秀行 心臓・大動脈 高橋　辰郎 心外一般
◎ 黒田　達夫 小児外科 ◎ 黒田　達夫 小児外科 ○ 山田　洋平 小外一般 加藤　源俊 小児外専門 藤野　明浩(不定期） 小児外科

加藤　源俊 小児外科
午後 交代制 小児外科　特診 星野　健（第1・3) 小児移植　 交代制 小児外専門 交代制 小児外科　特診

秋山　武紀 脳外一般 〇 佐々木　光 脳外一般 ◎ 戸田　正博 脳外一般 三輪　点 脳外一般 堀口　崇 脳外一般 交代制 脳外一般
交代制 脳外一般 高橋　里史 脳外一般 交代制 脳外一般 交代制 脳外一般 秋山　武紀（第1・3・5) 脳外一般

午後 〇 佐々木　光 脳腫瘍補助療法 小林　正人 定位放射線
◎ 松本　守雄 脊椎脊髄 渡辺　航太 脊椎脊髄 ○ 中村　雅也 脊椎脊髄 岩本　卓士 手・肘 二木　康夫 膝 弘實　透 腫瘍

原藤　健吾 膝 鈴木　拓 手・肘 海苔　聡 脊椎脊髄 松村　昇 肩 八木　満 脊椎脊髄 森岡　秀夫(第2) 腫瘍
中山　ロバート 腫瘍 大矢　昭仁 股関節 名越　慈人 脊椎脊髄 岡田　英次朗 脊椎脊髄 浅野　尚文 腫瘍
鈴木　悟士 脊椎脊髄 辻　収彦 脊椎脊髄 金治　有彦 股関節 小林　秀 膝

◎ 松本　守雄 側彎外来　 松村　昇 肩 金治　有彦 股関節 岩本　卓士 手・肘 二木　康夫 膝 八木・藤田(第2) 側彎検診
鈴木　悟士（第1・3・5) 側彎外来　 鈴木　拓 手・肘 名越　慈人 脊椎脊髄 松村　昇 肩 八木　満(第1・3・5) 脊椎脊髄 辻　収彦（第2） 脊髄腫瘍
鈴木　悟士（第2・4) 脊椎脊髄 辻　収彦 脊椎脊髄 小林　秀 膝 八木　満(第2) 骨粗鬆症
渡辺　航太 側彎外来　 辻　収彦(第2・4) 骨粗鬆症 金治/大矢（第1・3) 股関節 浅野　尚文 腫瘍
中山　ロバート 腫瘍 桃原　茂樹(第1・3) リウマチ　 弘實　透 腫瘍処置　
八木　満(第2・4) 側彎外来　 木村　洋朗 手・肘 交代制 骨粗鬆症

岡田　英次朗 脊椎脊髄 中山　ロバート サルコーマ　
松崎　健一郎(第3) 骨粗鬆症

○ 川上　途行 リハビリテーション全般 和田　彩子 リハビリテーション全般 ○ 川上　途行 リハビリテーション全般 森　直樹 リハビリテーション全般 山田　祐歌 リハビリテーション全般 ◎ 辻　哲也 リハビリテーション全般

森　直樹 リハビリテーション全般 石川　愛子 リハビリテーション全般 和田　彩子 リハビリテーション全般 中村　拓也 リハビリテーション全般

◎ 貴志　和生 形成一般 酒井　成貴 形成一般 ○ 矢澤　真樹 形成一般 岡部　圭介 形成一般 ◎ 貴志　和生 形成一般 坂本　好昭 形成一般
加藤　達也 形成一般 石井　龍之 形成一般 荒牧　典子 形成一般 坂本　好昭 形成一般 岡部　圭介 形成一般
酒井　成貴 形成一般 鈴木　悠史 形成一般 渡部　紫秀 形成一般

午後 長島　隼人 形成一般 髙谷　健人 形成一般 中島　由佳理 形成一般 荒牧　典子 血管腫外来 梶田　大樹 形成一般
武内　俊樹 総合/神経 ◎ 高橋　孝雄 総合/神経 長谷川　奉延 内分泌・代謝・性分化 新庄　正宜 総合/感染 ○ 山岸　敬幸 総合/心臓（成育） 石井　智弘 総合/内分泌・代謝・性分化

長谷川　奉延 内分泌・代謝・性分化 ○ 山岸　敬幸 心臓　(成育） 三輪　点(第2・4) 脳神経外科 福島　裕之 肺高血圧
石井　智弘 内・代謝 福島　裕之 心臓　 坂本　好昭(第2・4) 形成外科

木村　成卓 心臓血管外科
森田　久美子（第1・3) アレルギー 石井　智弘 内分泌・代謝 定平　知江子(第1・3) 皮膚　　 嶋田　博之 総合/血液腫瘍 飛彈　麻里子 総合/新生児
飛彈　麻里子 新生児 香取　奈穗 総合 木実谷　貴久 総合・便秘 福島　裕之 肺高血圧

明石　真幸（第4) アレルギー　
鴇田　夏子 総合

水口　雄貴 周産期 ◎ 田中　守 周産期 春日　義史 周産期 内田　浩 生殖・内分泌 落合　大吾 生殖・遺伝 交代制 産科
山田　満稔 がん生殖 丸山　哲夫 生殖・内分泌 池ノ上　学 周産期 ○ 浜谷　敏生 生殖・ＡＲＴ 内田　明花 生殖・腹腔鏡

ＡＩＤ初診 上條　慎太郎 生殖 水口　雄貴 生殖
ＡＩＤ初診

丸山　哲夫 不育症 ○ 浜谷　敏生 がん生殖 交代制 胎児外来：エコー 内田　浩 月経・内分泌 春日　義史 産科
内田　明花 不育症 上條　慎太郎 がん生殖 山田　満稔 がん生殖

○ 阪埜　浩司 子宮内膜 林　茂徳 腹腔鏡下手術 ◎ 青木　大輔 婦人科腫瘍 冨永　英一郎 絨毛性疾患 岩田　卓 子宮頸部 森定　徹 子宮頸部
横田　めぐみ 更年期 小林　佑介 遺伝性腫瘍 仲村　勝 子宮頸部 山上　亘 子宮体部 西尾　浩 感染症 千代田　達幸 卵巣腫瘍

慶 應 義 塾 大 学 病 院              診療担当医表　〔6月分(2)〕 
午前/午後

榛村　重人 角膜 芝　 大介 緑内障 篠田　肇 網膜硝子体 ○ 坪田　一男 角膜 伴　紀充 網膜硝子体 堀内　直樹 網膜硝子体
篠田　肇 網膜硝子体 内野　裕一 角膜 明田　直彦（第2） 角膜 ◎ 根岸　一乃 白内障・屈折矯正手術 三田村　浩人 角膜 秋野　邦彦 網膜硝子体
結城　賢弥 緑内障・網膜 太田　優 眼形成眼窩 伴　紀充 網膜硝子体 内野　裕一 角膜 鳥居　秀成 白内障・近視 結城　賢弥 緑内障・網膜
太田　優 眼形成眼窩 堀内　直樹 網膜硝子体 秋野　邦彦 網膜硝子体 矢島　潤一郎 緑内障 三田村　浩人 角膜
内田　敦郎 網膜硝子体 栗原　俊英 網膜硝子体 結城　賢弥 緑内障・網膜硝子体 内田　敦郎 網膜硝子体 加藤　直子 円錐角膜

西  恭代 ICL外来　自費
小野　岳志（第3・4） 緑内障

篠田　肇 網膜硝子体　 榛村　重人 角膜　 ◎ 根岸　 一乃 白内障・屈折矯正手術 小澤　洋子 メディカルレチナ 小野　岳志 緑内障 交代制 クロロ初診
栗原　俊英 網膜硝子体　 内野　裕一 角膜　 芝　大介 緑内障　 太田　優 眼形成眼窩　 永井　紀博 メディカルレチナ
秋野　邦彦 網膜硝子体　 小川　葉子 ドライアイ 西  恭代 白内障　 鈴木　美砂 メディカルレチナ 栗原　俊英 メディカルレチナ
渡邊　一弘（第1・2・3・5） 網膜硝子体　 清水　映輔 ドライアイ 小野　岳志 緑内障　 内田　敦郎 メディカルレチナ・網膜硝子体

堅田　侑作（第2・4） 網膜 三田村　浩人 角膜　 下山　勝 緑内障　
藤井　祥太 角膜　 鳥居　秀成 白内障・近視　
鴨居　瑞加（第1） ドライアイ 矢島　潤一郎 緑内障　
内野　美樹（第2・3・4・5） ドライアイ
交代制（第2・4） アレルギー

天谷　雅行 皮膚一般 高橋　勇人 皮膚一般 齋藤　昌孝 皮膚一般 山上　淳 皮膚一般 福田　桂太郎 皮膚一般 ◎ 谷川　瑛子 皮膚一般
伏間江　貴之 皮膚一般 大内　健嗣 皮膚一般 種瀬　啓士 皮膚一般 舩越　建 皮膚一般 ○ 久保　亮治 皮膚一般 中村　善雄　 皮膚一般

◎ 大家　基嗣 泌・一般 松本　一宏 泌・一般 安水　洋太 泌・一般 小坂　威雄 泌・一般 田中　伸之 泌・一般 武田　利和 泌・一般
水野　隆一 泌・一般 案納　忠譜 泌・一般 松本　一宏 泌・一般 寺西　悠 泌・一般 安水　洋太 泌・一般 茂田　啓介 泌・一般
桝田　司 泌・一般 森田　伸也 泌・一般
森田　伸也 腎移植 田中　伸之 膀胱外来 ○ 浅沼　宏 小児泌尿器・尿路再建 大橋　正和（第2・4) 生殖機能 ○ 浅沼　宏 小児泌尿器・尿路再建 田中　伸之（第2） 下部尿路機能

田中　伸之 排尿機能
◎ 小川　郁 耳鼻一般 神崎　晶 アレルギー・嗅覚外来 神崎　晶 耳鼻一般 ◎ 小川　郁 耳鼻一般 若林　健一郎 耳鼻一般 ○ 小澤　宏之 頭頸部
○ 小澤　宏之 頭頸部 藤岡　正人 耳鼻一般・中耳外来 矢部　はる奈 咽頭音声 大石　直樹 耳鼻一般 大石　直樹 耳鼻一般 矢部　はる奈(第2・5) 咽頭音声

交代制 関水　真理子 頭頸部 長谷部　夏希 小児難聴 アレルギー・
睡眠時無呼吸症候
群

◎ 小川　郁 耳鼻一般 神崎　晶 人工耳　 ◎ 小川　郁 耳鼻一般 細谷　誠 言語聴覚/喉頭B
大石　直樹 側頭骨　 藤岡　正人 中耳外来
神崎　晶 難聴耳鳴 斉藤　真 頭頸部Ｂ
細谷　誠 難聴耳鳴Ｂ 御子柴　卓弥 頭頸部Ｃ
矢部　はる奈 気食Ｂ 中村　伸太郎 頭頸部Ｄ
藤岡　正人(第1・3・5） 難聴耳鳴 長谷部　夏希 人工内耳Ｂ
藤岡　正人(第2） 免疫アレルギー
藤岡　正人(第4） 難聴遺伝

◎ 三村　将 臨床一般 田中　謙二 臨床一般 岸本　泰士郎 臨床一般 ◎ 三村　将 臨床一般 内田　裕之 臨床一般 佐渡　充洋 臨床一般
山縣　文 臨床一般 中川　敦夫 臨床一般 新村　秀人 臨床一般 ○ 村松　太郎 臨床一般 片山　奈理子 臨床一般 前田　貴記 臨床一般
交代制 ＴＭＳ外来　 交代制 ＴＭＳ外来　 遠藤　拓郎 各種睡眠障害

午後 仁井田　りち 気分障害 森長　修一 思春期発達障害　 岩田　朋大 てんかん
◎ 茂松　直之 放射線治療 ○ 大橋　俊夫 放射線治療 小池　直義 放射線治療 深田　淳一 放射線治療 白石　悠 放射線治療 砂口　歩 放射線治療

吉田　佳代 放射線治療
午後 ○ 大橋　俊夫 放射線治療 小池　直義 放射線治療

◎ 陣崎　雅弘 画像診断外来
○ 中塚　誠之 ＩＶＲ外来

井上  政則 ＩＶＲ外来
星野　麗子 疼痛管理 ○ 橋口　さおり 疼痛管理 小杉　志都子 疼痛管理 小杉　志都子 疼痛管理 小杉　志都子 疼痛管理

小杉　志都子 疼痛管理 星野　麗子 疼痛管理
辻　収彦(第2・4) 脊椎脊髄しびれ
星野　麗子 疼痛管理

午後 小杉　志都子 疼痛管理 小杉　志都子 疼痛管理 小杉　志都子 疼痛管理
午前 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学
午後 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学 当番医 救急医学

◎ 中川　種昭 歯科全般 堀江　伸行 歯科全般 角田　和之 粘膜疾患 ○ 柴 　秀行 口腔外科 莇生田　整治 口腔外科 交代制 歯科全般
加藤　伸 口腔外科 宮下　英高 口腔外科 森川　暁 歯科全般 臼田　頌 歯科全般 ◎ 中川　種昭 歯科全般 交代制 口腔外科
初診担当医 総合診療 ◎ 藤島　清太郎 総合診療 安藤　隆之 総合診療 新井　康通 総合診療 ◎ 藤島　清太郎 総合診療 ○ 平橋　淳一（第2） 総合診療

○ 平橋　淳一 総合診療 新井　康通 総合診療 林　松彦（第4・5） 総合診療
安藤　崇之 総合診療 ○ 平橋　淳一 総合診療 盛　英三 総合診療 金城　謙太郎（第1・3) 総合診療

新井　康通(第2・4・5) 総合診療
午前 伊東　大介 神経内科 船木　桂 精神・神経科 伊達　悠岳 認知症 田渕　肇 精神・神経科 山縣　文 精神・神経科 西本　祥仁 認知症
午後 北尾　淑恵 認知症 文　鐘玉 認知症 色本　涼 精神・神経科 三村　悠（第2・4） 認知症
午前 三木田　馨 感染症外来 宇野　俊介 感染症外来 上蓑　義典 感染症外来
午後 宇野　俊介 ワクチン・渡航外来 藤原　宏 感染症外来
午前 森本　耕吉 血液浄化 ○ 吉田　理 血液浄化 ○ 吉田　理 血液浄化 森本　耕吉 血液浄化 森田　伸也 血液浄化 ○ 吉田　理 血液浄化

北川　雄光 一般消化器外科 ○ 浜本　康夫 消化器腫瘍 林田　哲 乳腺 林田　哲 乳腺 ◎ 高石/下嵜 消化器腫瘍 林田　哲 乳腺
林　秀幸　 消化器腫瘍 浅野　尚文（第１・3・5) 整形 関　朋子 乳腺 林　秀幸 消化器腫瘍 石田　隆 腫瘍　 山田/竹内 口腔機能ケア
山田　有佳 口腔機能ケア 中山　ロバート(第2・4) 整形 交代制 婦人科 山田/竹内 口腔機能ケア　 山田　有佳 口腔機能ケア
永山　愛子 乳腺 舩越　建 皮膚　 山田/竹内 口腔機能ケア　 永山　愛子 乳腺

山田　有佳 口腔機能ケア　
西原/今井 がん遺伝子 池村　辰之介 呼吸器腫瘍 矢作　直久 内視鏡治療　 西原/今井 がん遺伝子 中山　敦史 内視鏡治療　 交代制 皮膚腫瘍
加藤　元彦 内視鏡治療　 弘實/山口 骨専門外来 関　朋子 乳腺 山田/竹内 口腔機能ケア 弘實/山口 骨専門外来 山田/竹内 口腔機能ケア
山田　有佳 口腔機能ケア　 高取　祐作 内視鏡治療　 山田/竹内 口腔機能ケア　 林　秀幸 がん遺伝子 山田　有佳 口腔機能ケア
永山　愛子 乳腺 山田　有佳 口腔機能ケア　 今井　光穂 がん遺伝子 永山　愛子 乳腺

◎ 佐藤　和毅 上肢 二木　康夫 整形・一般・膝関節 世良　泰 整形一般 橋本　健史 整形一般・下肢 大谷　俊郎 整形一般
松村　昇(第2) 上肢 ◎ 佐藤　和毅 手・肘 石田　浩之 生活習慣病
池上　博泰(第4) 上肢 山田　唯一 整形一般
世良　泰 整形一般
金治　有彦 (第2・4) 股関節 山口/北原 メンタル ◎ 佐藤　和毅 手・肘 大谷　俊郎 膝関節 山口/北原　 メンタル

原藤　健吾（第1） 慶應体育会特診 増本　項（第1・3） 膝
石田　浩之 心肺運動負荷 ○ 田畑　尚吾 糖尿病・メタボ ○ 田畑　尚吾 糖尿病・メタボ 東　宏一郎（第2・4） 糖尿病・メタボ 小熊　祐子 糖尿病
山岸・吉田 小児慢性疾患 真鍋　知宏 循環器 勝川　史憲(第1・3・5) メタボ・肥満

午後 河合 俊英(第3) 糖尿病 徳村　光昭 小児慢性疾患 ○ 田畑/中谷 ランニング
沢井　かおり（第1・3・5） 漢方全般 吉野　鉄大 漢方全般 堀場　裕子 漢方全般 中西　幸子 漢方全般 渡辺　賢治 漢方全般
鳥海　春樹 鍼治療外来　 萱間　洋平(第2・4) 鍼治療外来　 福島　哲也（第1・3・5） 鍼治療外来　
徳永　秀明（第2・4） 漢方全般

午後 沢井　かおり（第1・3） 漢方全般 鈴木　真理 鍼治療外来　
午前 チーム外来 免疫疾患 河口　貴昭 免疫 二木　康夫 整形
午前 竹内　麻理 緩和精神　
午後 交代制 身体症状対応 竹内　麻理(第1・3) 家族　　　 竹内　麻理 緩和精神　 交代制 身体症状対応

(注） ◎…診療科部長・診療施設部門の部長及びその代行　　　　　○…診療科副部長及び診療施設部門の副部長
外来休診日：日曜日・祝日・第一、第三土曜日・年末年始（１２月３０日～１月４日）・１月１０日（福澤先生誕生記念日） 
【予約センター】〒160-8582  新宿区信濃町３５番地   慶應義塾大学病院　 予約センター　　　　TＥＬ (03)3353-1257 <直通>　　　　予約受付時間：午前８：３０～１９：００（土曜日は１７：００）

若林　健一郎（第4）

午前

感染症外来

総合診療科

漢方医学センター

午前

アイペイン外来（第1・3）

午前

耳鼻咽喉科

泌尿器科

午後

免疫統括医療センター

午前

精神・神経科

メモリークリニック

午後

午前

麻酔科

アスリート外来

歯科・口腔外科

緩和ケア外来

※午前共通事項（眼科一般診療もいたします）
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午前
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救急科
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放射線診断科

放射線治療科

小児科

整形外科

午前

リハビリテーション科 午前

皮膚科

運動療法外来

腫瘍センター

血液浄化・透析センター
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午前
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水 木

午前

午後

婦人科
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ペースメーカー・デバイス外来

午前

午前

午後

ペースメーカー・デバイス外来

午前

土
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午後

月

脳神経外科

午前

午前

午前

午後

午前

呼吸器

形成外科

消化器

小児

一般・消化器

外

科

内

科

神経

循環器

木 金

午前

ＭＧＤ外来(第1・3・5)

火

午前

午後

午前

金

午前

土

血液

呼吸器
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