
2019年7月1日

 外来ブース 月 火 水 木 金 土

 菊池 真大  （消化器内科）（第１週）

 伊藤 彩乃   (消化器内科） (第3・5週)

 吉岡 公一郎 (循環器内科) (第3週)

 赤石  誠　  (循環器内科）(第2・4週）

 岸本 憲明   (循環器内科) (第1・5週）  岩永 史郎 　(循環器内科）(第1週)

 岸本 憲明   (ドックフォロー）  橋田 匡史   (循環器内科) (第3週)

 岩崎 正之  （呼吸器外科）（第1週）

 河野 光智  （呼吸器外科)(第2・3・4週）

 今泉 俊秀 (一般・消化器外科)(第1・3・5週)  鷹取 直希 (整形外科）(第1週)

 田島 隆行 (一般・消化器外科)(第2・4週)  丹澤 義一 (整形外科）(第3週)

 宮北 英司(第1週)  河村 好章 (第3･5週)

 中野 まゆら(第1週) 長田 恵弘(第1･3･5)(泌尿器科）

 竹下 明宏   (眼科）(第1･3週)

 中川 喜博   (眼科）(第5週)

 和田 吉弘  (耳鼻咽喉科)

 新美・田村 (第2週)(ボイスクリニック）

 田村(補聴器／要予約)(第1週)(ボイスクリニック)(第2・3・4・5週)

 飯田 政弘(第2・4週)(耳鼻咽喉科）

 青木 　純   (上部・下部) (第1・2・3・4週)  青木   純    (上部・下部) (第1・2・3週)

 五十嵐 宗喜 (上部・下部)（第5週）  築根 陽子   (上部・下部)（第4・5週）

 青木　純    (下部)(第1・2・3・4週)  青木　純    (下部)(第1・2・3週)

 五十嵐 宗喜 (上部・下部)(第5週)  築根 陽子   (上部・下部)（第4・5週）

 田島　隆行  (上部・下部)(第1・2・4・5週)  桑平・海老原・永井（気管支）

 五十嵐 宗喜 (上部・下部)(第3週)  五十嵐・ 築根 (上部・下部)／内科処置枠

外来受付時間 ：

休   診   日 ：

所   在   地 ：

               東海大学医学部付属東京病院 外来診療担当表

内  科

午前

1  白石 光一  （消化器内科）  松崎 松平  （消化器内科）  白石 光一  （消化器内科）  仁品 玲子  （消化器内科）  西崎 泰弘  （消化器内科）

2

3  岸本 憲明   (循環器内科／ドックフォロー・初診）  半田 俊之介（循環器内科）  吉川 万里江（循環器内科・初診）  吉川 万里江（循環器内科）  吉川 万里江（循環器内科）

 青木  純   （消化器内科）  桑平 一郎  （呼吸器内科）  桑平 一郎  （呼吸器内科）  岩元 徳全  （呼吸器内科）  海老原 明典（呼吸器内科）  海老原 明典（呼吸器内科）

4  五十嵐 宗喜（消化器内科）  鈴木 秀和  （消化器内科）

5  近藤 真澄  （糖尿病）  山田 千積  （糖尿病）  永井 明日香（呼吸器内科・初診）  中村　淳   （消化器内科・初診）  木村 守次  （糖尿病）

6  梁　正淵   （神経内科・初診）  梁　正淵   （神経内科）  冨山 恵一郎（心療内科）

 西崎 泰弘  （消化器内科）  

2  永井 明日香（呼吸器内科）  永井 明日香（呼吸器内科）  篠原 幸人  （神経内科） 　

午後

1  白石 光一  （消化器内科）  松崎 松平  （消化器内科）  五十嵐 宗喜（便秘外来）(第2・4週)  塩澤 宏和  （消化器内科)(第1・2・4・5週)

3  高清水 眞二 (ドックフォロー）  高橋 俊雅  （腎臓内科）(第1・2・3・4週)  島田　恵　（循環器内科）(第1・2・3週)  半田 俊之介（循環器内科）（第1週）

4  佐久間 惠子（消化器内科）(第2・4週)  加藤 眞三　（消化器内科）(第1・2・4週)  北川 泰久 （神経内科）(第１週)　

6  梁　正淵   （神経内科）  　  瀧澤・梁  （神経内科）（月２回）

5  近藤 真澄  （糖尿病）  山田 千積   (ドックフォロー）  海老原 明典（呼吸器内科）  山田 千積  （糖尿病）

 奥野 智織  岸本 憲明  

 西崎 泰弘  吉川　万里江  岸本 憲明  山田 千積  山田 千積  後田 奈々

人間ドック 午前　

 梁　正淵   山田 千積  小田 夏奈江  桑平 一郎

 久保　明（第3週）  西崎 泰弘（午前）  (第3週)

外  科

午前

外科１  中村 知己（一般・消化器外科）  田中 洋一（一般・消化器外科）  千野　修（一般・消化器外科）  葉梨 智子（一般・消化器外科）  近藤 泰理（一般・消化器外科）

抗加齢ドック 午後  黒田 恵美子（運動指導）  岸本 憲明   茂出木 成幸(第2・4週)  山田 千積 

午後

外科１   田中 洋一  （一般・消化器外科）  千野　修（一般・消化器外科）  金田 宗久 （血管外科）

 中村 知己（一般・消化器外科）

外科２  田島 知郎（乳腺・内分泌外科）  葉梨 智子（一般・消化器外科） 　  田島 隆行 （一般・消化器外科）

 近藤 泰理（一般・消化器外科）

外科２  田島 知郎（乳腺・内分泌外科）  中川 知己  （呼吸器外科）  金渕 一雄（心臓血管外科）（第1週）   田島 知郎（乳腺・内分泌外科）

 長田 恵弘  （泌尿器科）  長田 恵弘  （泌尿器科）

午後 泌尿器科  松下 一男  （泌尿器科）  松下 一男  （泌尿器科）  松下 一男(第2週)   宮嶋　哲 (第3週)  長田 恵弘  （泌尿器科）  星野 英章  （泌尿器科） 

午前 泌尿器科  松下 一男  （泌尿器科）  松下 一男  （泌尿器科）  長田 恵弘  （泌尿器科）

婦人科
(ドック)

午後 　  渡邊 慶子  （婦人科）  小田 夏奈江  （婦人科）  小田 英之  （婦人科） (第1・3・5週)  飯田 美穂 （婦人科）

泌尿器科

眼  科

午前 眼科  山崎 芳夫　（眼科／要予約）  山崎 芳夫　（眼科）  山崎 芳夫　（眼科／要予約）

午後  

耳鼻咽喉科

午前 耳鼻咽喉科  和田 吉弘  （耳鼻咽喉科）  田村 悦代  （耳鼻咽喉科）  和田 吉弘  （耳鼻咽喉科）  田村 悦代  （耳鼻咽喉科）  和田 吉弘  （耳鼻咽喉科）

午後

眼科  山崎 芳夫　（眼科）  山崎 芳夫　（眼科）  山崎 芳夫　（眼科／要予約）  山崎 芳夫　（眼科）  山崎 芳夫　（眼科／要予約）

耳鼻咽喉科  和田 吉弘  （レーザー）（要予約）  田村(第1・2・3・5週)・和田（ボイスクリニック）  田村・和田（ボイスクリニック）

皮膚科 午後 外科2   生駒 憲広  （皮膚科）（第2週）

 西崎 泰弘     （上部）  田島 隆行   (上部・下部)  中村 知己   (上部・下部)  五十嵐・築根 (上部・下部)  葉梨　（上部）・中村 (上部・下部)  葉梨 智子    （上部）

内 視 鏡

午前

内視鏡室１  五十嵐・仁品   (上部・下部)  千野　修　　(上部）  白石 光一   (上部)  五十嵐・中村　(上部) 

内視鏡室２

 

午前８時３０分～午前１１時３０分   午後の受付時間については各診療科受付窓口までお問い合わせ下さい。                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                   

日曜日、祝祭日、第２・４週土曜、１１月１日（東海大学建学記念日）、１２月２９日～１月３日（年末年始）

〒151-0053 東京都渋谷区代々木１－２－５  電話：０３－３３７０－２３２１（代表）

午後

内視鏡室１  五十嵐 宗喜    (上部・下部)  千野　修　　(上部）  青木　純   （下部）

内視鏡室２  仁品 玲子　 　 (上部・下部)  中村　淳    (上部・下部)  田中 洋一   (上部・下部)


