平成30年6月１日現在

神戸大学病院外来担当医一覧表（No.1）
神戸大学医学部附属病院医事課
神戸市 中央区 楠町7丁目5番2号
代表TEL:078-382-5111 FAX:5285
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp
領域名

診 療 科 等

月

区分

循環器内科
初診 ・山下 智也【准教授】
TEL･FAX:382-5846･5859
・森 俊平
科
長：平田 健一
再診 ・向井 淳［午後］
外来医長：山下 智也
・大竹 寛雅
病棟医長：田中 秀和
・鳥羽 敬義

火
・松本 賢亮
・福沢 公二【特命准教授】（不整脈初診）［午後］

・福沢 公二【特命准教授】
・永野 雄一朗
・谷口 悠
・尾下 寿彦

腎臓内科

午前 ・西 愼一【教授】

TEL･FAX:382-6500･6509
科
長：西 愼一
外来医長：後藤 俊介
午後
病棟医長：藤井 秀毅
呼吸器内科
初診
TEL･FAX:382-5660･5661
科
長：西村 善博
外来医長：立原 素子
再診
病棟医長：上領 博

膠原病リウマチ内科

・渡邉 健太郎
・火曜日午前担当医：[第2、4週］

水
・江本 憲昭 ・田中 秀和
・木内 邦彦 ・黒瀬 潤［第1、3、5週]
・永松 裕一［第2、4週] ・山本 裕之

・築山 義朗

・松本 賢亮・須藤麻貴子（成人先天性疾患）［午後］ ・髙見 充 ・石田 達郎

・城戸
・田中
・藤井
・岡本
・齊藤
・藤井

佐知子（成人先天性疾患）［午後］
秀和（補助人工心臓）［午後］
秀毅
光平［第1、3、5週］
慶［第2、4週］
秀毅

・後藤 俊介

・西 愼一【教授】

・上領
・立原
・堂國
・桂田

初診なし
・桐生 辰徳
・西村 善博【教授】[午前］（呼吸器疾患一般） ・中田 恭介（呼吸器一般）
・関谷 怜奈、吉崎 飛鳥（SAS、COPD）［午前］ ・湯村 真沙子（入院再診） [午後]
・梅澤 佳乃子（禁煙外来）［午後］

博
素子（肺癌）[午前］
良太（ＣＯＰＤ・喘息）[午後]
直子（入院再診） [午後]

木
・杜 隆嗣

・伊澤 有／林 友鴻
・ペースメーカー・ICD外来

初
TEL･FAX:382-6197･6209 初・再 ・上田 洋

・岡野 隆一
・西本 華子（整形外科）

・木曜日専門外来（担当医）
：［第1、2、3、4週］
・後藤 俊介
・大歳 丈博
・山本 正嗣 （呼吸器一般）
・桂田 雅大（感染症）［午後］

・大西 輝

・一瀬 良英［午前］

・三枝 淳

・吉川 美喜子
・移植外来（担当医）
・安田 裕一郎
・立原 素子（肺癌）［午前］
・永野 達也（呼吸器疾患一般）[午後]
・三輪 奈々子（呼吸器一般） [午後]

初
診
・
再
診

・豊永 高史【准教授・光学医療診療部長】
（消化管癌、内視鏡診断治療）［終日]
・小林 隆（胆膵疾患）[終日]
・矢野 嘉彦（肝疾患）[終日]
・平野 仁崇（肝疾患）［午前］
・田中 心和（消化器疾患）［午後］

・山本 譲
・河野 誠司［午前］

・千藤 荘
・永本 匠
・福田 康治（整形外科）

・古形 芳則［午前］

・山田 啓貴［午前］・神野 定男［午後］
・林 申也（整形外科）（手術）

・三浦 靖史［終日］【保・准教授】

・三浦 靖史（リウマチ生物製剤）【保・准教授】

・児玉 裕三【教授】[終日]
・藤垣 誠治（胆膵疾患、消化器疾患）[終日]
・飛松 和俊（化学療法）[終日]
・平野 仁崇（肝疾患）[終日]
・星 奈美子（炎症性腸疾患）［終日］

・飛松
・鷹尾
・安冨
・畑澤
・増田

・吉田 優 【准教授】［午前］

・岡田 裕子

・坂口 一彦【総合内科 准教授】
・田守 義和

再

消化器内科

内

・吉田 尚史［午後］
・谷仲 謙一

・後藤 公彦〔第1、3、5週〕・山田 望美［第2、4週］ ・河野 圭志

リウマチセンター

TEL･FAX:382-6305･6309
科
長：児玉 裕三
外来医長：森田 圭紀
病棟医長：塩見 英之

・原 哲也

初

TEL･FAX:382-6197･6209 初・再 ・明石 健吾
科
長：森信 暁雄
再 ・森信 暁雄 【准教授】
外来医長：大西 輝
病棟医長：明石 健吾

科
長：森信 暁雄
外来医長：大西 輝
病棟医長：明石 健吾

金
・木内 邦彦 （不整脈）
・小林 成美
・川森 裕之

和俊（化学療法） [終日]
俊達（消化器疾患）[終日]
栄一郎（肝疾患）[終日]
友里（肝疾患）［午前］
充弘（胆膵疾患）［終日］

・大井 充、若原 ちか、山入 春香
（炎症性腸疾患）［終日］
・矢野 嘉彦（肝疾患）［終日］

・塩見 英之（胆膵疾患）[終日］
・畑澤 友里（肝疾患）[午前]

・森信 暁雄 【准教授】［午前］
・酒井 良忠【特命教授】

・藤川
・森田
・酒井
・梅垣
・矢野
・大塚

良一
圭紀（消化管癌、内視鏡診断治療）［終日］
新（消化器疾患、胆膵疾患）［終日］
英次（消化器疾患）［午前］
嘉彦（肝疾患）［午前］
崇史（炎症性腸疾患）［午前］

・（食道アカラシア外来）田中 心和［午前］
・井上 潤（下部消化管機能性疾患（IBS））[午後］

科

糖 尿 病 ･内分泌内科 糖尿病 ・小川 渉【教授】
TEL･FAX:382-5861･2080 初診 ・野村 和弘
科
長：小川 渉
再診 ・廣田 勇士[午後］［第1、3、5週］（1型外来）
内分泌 ・髙橋 裕【准教授】
外来医長：井口 元三
病棟医長：岡田 裕子
初診 ・福岡 秀規
再診 ・高橋 路子（栄養外来）［午後］
神経内科［要予約] 初 ・大塚 喜久
TEL･FAX:382-5885･5899 診 ・佐竹 渉[午後］
・ ・関谷 博顕
科
長：小川 渉
再 ・德岡 秀紀［第2、3、4、5週］
外来医長：上田 健博
診
病棟医長：大塚 喜久
【固形グループ】
腫瘍・血液内科
［要予約］［予約外問い合わせ］
初 ・清田 尚臣【特命准教授】
TEL･FAX:382-5820･5821 診 ・船越 洋平（再診）
・ ・豊田 昌徳［遺伝性大腸癌］
科
長：南 博信
再 【血液・造血幹細胞移植グループ】
外来医長：船越 洋平
診 ・川本 晋一郎
病棟医長：薬師神 公和

血液内科
TEL･FAX:382-6912･6910
科
長：南 博信
外来医長：片山 義雄
病棟医長：片山 義雄

感染症内科
TEL･FAX:382-6297･6298
科長：岩田 外来病棟医長：大路

漢方内科
TEL･FAX:382-6596･6597

総合内科
TEL･FAX:382-6596･6597
科
長：坂口 一彦
外来医長：森 寬行
病棟医長：乙井 一典

放射線科
TEL･FAX:382-6950･6939
科
長：村上 卓道
外来医長：野上 宗伸
病棟医長：岡田 卓也

放射線腫瘍科
TEL･FAX:382-5642･5643
科
長：佐々木 良平
外来医長：石原 武明
病棟医長：宮脇 大輔

TEL:382-6090 [要予約]

科

・福岡 秀規

・上中 健
・担当医
・立花 久嗣[午後・メモリー外来］
・古和 久朋【保・教授】［メモリー外来・初診］
・関口 兼司［午後］
・大橋 明佳 ［心理］
【固形グループ】
・南 博信【教授】
・豊田 昌徳［再診］
・今村 善宣 ［再診］
【血液・造血幹細胞移植グループ】
・倉田 啓史［再診］

・千原 典夫
・古東 秀介 ［ボトックス治療］
・上田 健博 ［第3週 ＸＰ外来］
・辻 佑木生［午後］
・高田 真利子［午後］
【固形グループ】
・船越 洋平

・上田 健博
・大塚 喜久［午後］
・関 恒慶［メモリー外来]
・佐竹 渉［メモリー外来］
・赤谷 律
【固形グループ】
・豊田 昌徳
・清田 尚臣【特命准教授】［再診］

・関口
・立花
・千原
・大橋

【血液・造血幹細胞移植グループ】
・伊藤 光宏
・薬師神 公和［午後、再診］
・片山 義雄

【血液・造血幹細胞移植グループ】
・松岡 広【准教授】

・担当医［午前］

初
診
・
再
診

・担当医［午後］

・担当医［午前］

・大路 剛[午前]

・岩田
・福永
・西本
・西村

・薄木 成一郎[午後][第１、３、５週］

・岩田 健太郎［午前］
・西村 翔[午後]

初
・
再

（初診・再診なし）

初・再 ・乙井 一典

・静脈血栓症外来：乙井 一典［午後］

再

（初診・再診なし）

・坂口 一彦
・森 健太
・静脈血栓症外来：森 健太 ［午後］
・安田 尚史【教授】

健太郎〔午前〕〔第1、3週〕
智栄〔午後〕〔第１、３週〕
隆[午後][第４週］
光滋

・静脈血栓症外来：乙井 一典［午後］

・髙橋 裕【准教授】

兼司
久嗣[メモリー外来］
典夫［午後］
明佳［心理］

【固形グループ】
・藤島 佳未［再診］
・金原 史郎

（初診・再診なし）

・乙井 一典
・三好 園子
・静脈血栓症外来：乙井 一典［午後］

・森 寛行
・森 健太
・静脈血栓症外来：森 健太 ［午後］

初 ・大野 良治【特命教授】（呼吸器外来）
診 ・上嶋 英介（IVR外来）
・
再
診

・関 紳一郎（呼吸器外来）
・杉本 幸司（ＩＶＲ外来）【特命教授】
・小出 裕（ＩＶＲ外来）

・岡田 卓也（IVR外来）

・大野 良治【特命教授】（呼吸器外来）
・山口 雅人（ＩＶＲ外来）

・大野 良治【特命教授】（呼吸器外来）
・吉川 武

初 ・宮脇 大輔
診 ・石原 武明
・
再
診

・佐々木 良平【教授】
・宮脇 大輔

・吉田 賢史
・出水 祐介(粒子線外来)［第2、4週］
・西川 遼

・佐々木 良平【教授】
・石原 武明

・吉田 賢史
・西川 遼
・徳丸 直郎(粒子線外来)［第1、3週］

・野津 寛大
・冨岡 和美
・血液：森 健、高藤 哲
・神経：西山 将広
・筋・代謝・内分泌：粟野 宏之
・乳児：西田 浩輔
・心理判定：万代 ツルエ、高田 綾子

・飯島 一誠【教授】但し第2・３週のみ野津寛大
・榊原 奈々
・腎臓：南川 将吾、山村 智彦
藤村 順也、長野 智那
・血液：森 健/高藤 哲

・永瀬 裕朗
・高藤 哲
・筋・代謝・内分泌：粟野 宏之[終日]
坊 亮輔
・乳児：藤岡 一路

初
診
・
再
診

・発達行動：北山 真次、村尾 真理子［初診なし・午後のみ］

・乳児：藤岡 一路、生田 寿彦
・血液［午後］：森 健/高藤 哲
・自律神経：小川 禎治（第2、4週）
/植村 優
・筋代謝内分泌：永井 正志
・心理判定：万代 ツルエ
・心理判定：万代ツルエ［終日］
周産期・出生前診断：13：00～14：00 初診・ NIPTに関する遺伝カウンセリング：
家族性腫瘍：15：00 初診・再診
家族性腫瘍：15：30 初診・再診
豊田 昌徳、田中 敬子（遺伝カウンセラー）
豊田 昌徳、田中 敬子（遺伝カウンセラー） 再診
12：00～14：00
NIPTに関する遺伝カウンセリング：12：00～13：00 遺伝一般・小児：14：00～16：00
平久 進也（非常勤）、
再診
再診
長坂 美和子（第1・3・5週 非常勤）、
田中 敬子（遺伝カウンセラー）
田中 敬子（遺伝カウンセラー）
田中 敬子（遺伝カウンセラー）
田中 敬子（遺伝カウンセラー）
NIPTに関する遺伝カウンセリング：
神経内科：15：00 初診・再診
12：00～14：00 再診 、15：00～ 初診
佐竹 渉、田中 敬子（遺伝カウンセラー）
平久 進也、
NIPTに関する遺伝カウンセリング：12：00～13：00 田中 敬子（遺伝カウンセラー）
再診 田中 敬子（遺伝カウンセラー）
・錦織(ﾆｼｺﾞﾘ)千佳子【教授】
・福永 淳
・国定 充
・永井 宏
・永井 宏（乾癬・一般）
・小野 竜輔
・錦織(ﾆｼｺﾞﾘ)千佳子【教授】
・藤原 進
・鷲尾 健
・西山 智司
（光線過敏症・一般）［第1、4、5週］
・西山 智司
・中村 維文
・新川 衣里子
・鷲見 真由子［第2、3週］
・中村 維文
・アレルギー外来[午後]
・福永 淳
・XP外来［第4週］
・鷲尾 健［第1、2、3、5週］

初診 ・青山 慎介
精神科神経科
[要予約］［要相談］
・朴 秀賢
TEL･FAX:382-6065･6079
科
長：曽良 一郎
専門 ・[メモリー]：阪井 一雄
要予約
外来医長：青山 慎介
病棟医長：菱本 明豊
再診 ・田宮 裕子 ・青山 慎介
要予約 ・大塚 郁夫 ・朴 秀賢

緩和支持治療科

・坂東 弘教［第２、４週]
・井口 元三

・片山 義雄

初診
皮膚科
TEL･FAX:382-6134･6149 再診
科
長：錦織 千佳子
外来医長：西山 智司
病棟医長：藤原 進

科
長：木澤 義之
外来医長：坂下 明大

・廣田 勇士［午前/午後（1型外来）］
・細岡 哲也

初 ・担当医
診
・
再
診

系

TEL・ＦＡＸ:382-6536・6534

・岡田 裕子
・木戸 良明【保・教授】
・担当医
・井口 元三

【血液・造血幹細胞移植グループ】
・薬師神 公和
・齊藤 泰之［午前、再診］
・片山 義雄

初診 ・飯島 一誠【教授】
小児科
TEL:382-6090,6091
再診 ・長野 智那
・腎臓：南川 将吾、藤村 順也、野津 寛大
FAX:382-6099
科
長：飯島 一誠
山村 智彦、榊原 奈々
外来医長：森 健
専 ・神経［午後］：永瀬 裕朗
病棟医長：粟野・藤岡
門 ・心理判定：万代 ツルエ
備考：腎外来希望の場合 外 ・小児療育[午後]：篠川 裕子
来 ・発達外来：担当医［午後］
は、早朝尿をお持ちくだ
さい。
・乳児：大山 正平

内 遺伝子診療部

・担当医 ・淺原 俊一郎［第1、3、5週］

・坂上 元祥［第1、3、5週］・前田 英一［第2、4週］ ・担当医

・担当医

・西村 範行
・坊 亮輔
・１ヶ月検診：芦名 満理子
・乳児：福嶋 祥代

・心臓［午後］：小川 禎治（１、３、５週）
・神経：永瀬 裕朗、冨岡 和美、田中 司
・血液［午後］：森 健/植村 優
・心理判定：万代ツルエ、高田 綾子〔終日〕
・発達：大東 寧代［月1回］
［初診なし・午後のみ］

家族性腫瘍：14：00 初診・再診
茶屋原 菜穂子、豊田 昌徳

・小野 竜輔
・国定 充
・藤原 進
・新川 衣里子
・皮膚外科・腫瘍外来[午後]

・曽良 一郎【教授】
・山木 愛久
・平田 尚士
・[メモリー]：朴 秀賢

・田宮 裕子
・新名 尚史

・朴 秀賢
・岡崎 賢志

・大塚 郁夫
・蓬莱 政

・曽良 一郎【教授】
・菱本 明豊 ・山木 愛久
・平田 尚士
・担当医

・木村 敦
・新名 尚史
・蓬莱 政
・担当医

・橋本 健志【保・教授】
・青山 慎介
・岡崎 賢志
・担当医

・大塚 郁夫 ・毛利 健太朗
・蓬莱 政 ・新名 尚史

・［メモリー」：青山 慎介

・担当医

平成30年6月１日現在

神戸大学病院外来担当医一覧表（No.2）
領域名

診 療 科 等
食道胃腸外科

月

区分
初診 ・担当医

TEL･FAX:382-5925･5939
科
長：掛地 吉弘
外来医長：山本 将士
再診 ・中村 哲［上部］
・瀧口 豪介［午後］［上部］
病棟医長：金治 新悟

火
・掛地 吉弘【教授】[第２、４週］
・中村 哲［第1、3、5週］
・角 泰雄［下部］
・山本 将士［上部］

木

水
・掛地 吉弘【教授】［第1、3、4、5週］

・担当医

・鈴木 知志【准教授】
・松田 佳子［午前］（化学療法）
・松田 武［午前］［下部］・押切 太郎［午後］[上部］

外

科

（初診なし）
肝胆膵外科
初診
TEL･FAX:382-6302･6307 再診 ･津川 大介（胆道）
科
長：福本 巧
外来医長：上野 公彦
病棟医長：寺井 祥雄

・福本 巧 【教授】
・粟津 正英（肝移植）

・担当医
・田中 基文（肝臓）[午前］［第2、4、5週］
・白川 幸代（膵臓）［午前］
・寺井 祥雄（膵臓）［午前］［第1、3、5週］
・寺井 祥雄（膵臓）［午後］［第2、4週］
・小松 昇平（肝臓）［午前］

乳腺内分泌外科 初診 ・谷野 裕一【准教授】
・斎藤 明菜［午前］
TEL･FAX:382-6871･6275
科
長：谷野 裕一
再診 ・谷野 裕一【准教授】
・斎藤 明菜［午前］
外来医長：國久 智成
病棟医長：谷野 裕一
初診 ・田中 裕史【特命教授】
心臓血管外科
TEL･FAX:382-5942･5959 再診 ・山中 勝弘
科
長：掛地 吉弘
・後竹 康子
外来医長：田中 裕史
病棟医長：山中 勝弘
初診 ・眞庭 謙昌【教授】
呼吸器外科
TEL･FAX:382-5942･5959 再診 ・法華 大助
科
長：眞庭 謙昌
・清水 奈保子
外来医長：田中 雄悟
病棟医長：清水 奈保子
初診 ・大片 祐一[午前］
小児外科
TEL･FAX:382-5942･5959
・気管切開相談外来［午前］
科
長：尾藤 祐子
再診
外来医長：尾藤 祐子
・大片 祐一［午前］
・ヘルニア外来：中井優美子［午前のみ・予約のみ］
病棟医長：大片 祐一
・再診（一般）：中井 優美子
初診 ・新倉 隆宏【准教授】
整形外科
TEL:382-5985FAX：３５１ー６９４４
・由留部 崇 ・橋本 慎吾
・美舩 泰 ・深瀬 直政
科
長：黒田 良祐
再診 ・人工関節〔終日〕：松本 知之
外来医長：松下 雄彦
林 申也
病棟医長：角谷 賢一朗
橋本 慎吾
備考：該当疾患担当医が診察し
高山 孝治
ている日に受診して下さい
外傷［午前］：新倉 隆宏【准教授】

・國久 智成

・國久 智成

(初診・再診なし）

・國久 智成

・國久 智成

（初診・再診なし）

・田中 裕史【特命教授】
・中井 秀和[午前］

・田中 裕史【特命教授】
・邉見 宗一郎

リハビリテーション科

初診 ・病棟リハビリ：酒井良忠【特命教授】
TEL・FAX３８２－６８２６・６８２７
・小児運動器リハビリ：原田 理沙［午後］
科長：酒井 良忠
再診 ※（入院患者のみ対象）
外来医長：酒井 良忠
脳神経外科[要予約] 初 ・谷口 理章【准教授】
TEL･FAX:382-5966･5979 診 ・魚住 洋一
・ ・田中 一寛
科
長：甲村 英二
再
外来医長：谷口 理章
診
病棟医長：今堀 太一郎
初診 ・中村 誠【教授】/楠原 仙太郎
眼 科
TEL･FAX:382-6048･6059 再診 ・緑内障［午前］：栗本 拓治
科
長：中村 誠
・神経［午後］：栗本 拓治
外来医長：長井 隆行
・網膜硝子体［午後］：今井 尚徳
病棟医長：今井 尚徳

耳鼻咽喉
・ 頭頸部外科

外

科

系

初診 ・柿木 章伸【特命教授】

TEL･FAX:382-6021･6039 再診
科
長：丹生 健一
外来医長：手島 直則
病棟医長：四宮 弘隆
初診
泌尿器科
TEL･FAX:382-6155･6169 再診
科
長：藤澤 正人
外来医長：古川 順也
病棟医長：原田 健一

・担当医

・白川 利朗【教授】
・福田 輝雄
・田中 幹人
・化学療法：鈴木 光太郎

金
・鈴木 知志【准教授】

・鈴木知志【准教授】［第2週、午前］［食道以外］

（初診・再診なし）

（初診・再診なし）

（初診なし）
・担当医

・田中 裕史【特命教授】
・井上 武

・山下 公大［午前］［下部］
・金治 新悟［午後］［上部］
・長谷川 寛［午後］
・福本 巧 【教授】
・権 英寿（肝移植）［午前］
・胆道外来
・木戸 正浩【特命教授】（肝臓）[第2、4週］
･上野 公彦（胆道）［午前］
・椋棒 英世（膵臓）［午前］
・外山 博近（膵臓）［午前］［第1、3、5週］
（初診・再診なし）

（初診・再診なし）

・田中 裕史【特命教授】
・田中 裕史【特命教授】

・田中 雄悟
・木村 賢司
・土井 健史

（初診・再診なし）

・橘木 由美子［午前］・便秘外来：橘木 由美子 ・橘木 由美子［午前］

・尾藤 祐子［午前］
・気管切開相談外来［午前］

・尾藤 祐子[午後］

・橘木 由美子［午前］
・担当医［午後］

・橘木 由美子［午前］

・フォローアップ外来：尾藤祐子［午前］

・トランジション外来：尾藤 祐子［午後］

・角谷 賢一朗
・大江 啓介
・宮崎 真吾

・河本 旭哉 ・神崎 至幸 ・原 仁美
・林 申也 ・乾 淳幸 ・荒木 大輔
・張 鐘穎
・スポーツ： 神崎 至幸
・腫瘍[午後]：河本 旭哉、原 仁美
・人工関節：橋本 慎吾
・脊椎：角谷 賢一朗［午前］、
張 鐘穎［終日］

・脊椎[終日]：西田 康太郎【特命教授】、
角谷 賢一朗

・外傷：大江 啓介
・スポーツ：黒田 良祐【教授】、松下 雄彦、

神崎 至幸、荒木 大輔、星野 祐一
・腫瘍〔午後〕：秋末 敏宏【保・教授〕
・病棟ﾘﾊﾋﾞﾘ：原田 理沙
※（入院患者のみ対象）

・便秘外来：尾藤 祐子［午前］

・病棟リハビリ：原 仁美、橋本 慎吾、
福田 康治
※（入院患者のみ対象）
・X‐Ｐﾘﾊﾋﾞﾘ（第４週）：酒井良忠【特命教授】

・甲村
・藤田
・魚住
・甲田

英二【教授】
敦史
洋一
将章

・木村
・水川
・田中
・中井

英仁
克［第1、3、5週］
一寛
友昭

・三木 明子
・緑内障［午前］：山田 裕子【准教授】
芥子 結香子
・斜視弱視［午後］：山田 裕子【准教授】
芥子 結香子

・山田 裕子【准教授】/今井 尚徳
・網膜硝子体［終日］：三木 明子

・丹生 健一【教授】
・大月 直樹【准教授】
・入谷 啓介
・蓼原 瞬
・原 真貴子
・めまい ・耳
・藤澤 正人【教授】
・腫瘍： 古川 順也、賀來 泰大
岡村 泰義、板東 由加里
・福田 輝雄
・松下 経
・移植：石村 武志、小田 晃廉
・腫瘍［午後］：山口 雷臓

・藤尾 久美
・古川 竜也
・澤田 直樹 ・柳沢 俊学
・甲状腺､唾液腺
・嚥下[午後]
・喉頭
・日向 信之
・不妊・ED：岡田 桂輔、田中 幹人
・腎移植：小川 悟史、横山 直己

・ヘルニア外来：尾藤祐子、中井 優美子［午前］
・再診（一般）：尾藤 祐子、中井優美子［午前］
・黒田 良祐【教授】・西田 康太郎【特命教授】 ・美舩 泰

・松下 雄彦・松本 知之
・星野 祐一 ・川上 洋平
・脊椎：角谷 賢一朗、由留部 崇
・外傷：新倉 隆宏【准教授】、大江 啓介

・病棟ﾘﾊﾋﾞﾘ：酒井 良忠【特命教授】、
原田 理沙
※（入院患者のみ対象）
・BM外来：酒井 良忠【特命教授】
・谷口 理章【准教授】
・篠山 隆司
・木村 英仁
・中井 友昭
・栗本 拓治/長井 隆行
・網膜硝子体［午前］：楠原 仙太郎
松宮 亘
・ブドウ膜［午後］：楠原 仙太郎
松宮 亘
（初診なし）
・手島 直則、梶本 康幸
・顔面神経､鼻､難聴
・遺伝性難聴・腫瘍[午後]
（初診なし）
・検査：担当医
・腎移植［午後］：竹田 雅、横山 直己

・石村 武志
・小線源［午後］：古川 順也、桃園 宏之
・千葉 公嗣
・前立腺［午後］：岡田 桂輔、小田 晃康

・腫瘍：原 琢人、板東 由加里
・蝦名 康彦【准教授】
・腫瘍・婦人科：蝦名 康彦【准教授】
・婦人科：出口 雅士【特命教授】
・絨毛性疾患：宮原 義也
・妊婦：島岡 昌生
・妊婦：白川 得朗
・NIPT：平久 進也［午後］

・高山 孝治
・福井 友章 ・乾 淳幸

・上肢[終日]：美舩 泰、西本 華子、
乾 淳幸
・外傷：新倉 隆宏【准教授】、
福井 友章［午前］
・腫瘍[午後]：秋末 敏宏【保・教授】、
原 仁美、深瀬 直政
・小児運動器リハビリ：原田 理沙［終日］
※（入院患者のみ対象）

・甲村 英二【教授】
・篠山 隆司
・甲田 将章

・芥子 結香子/松宮 亘
・教授診再診：中村 誠【教授】
・角膜［午前］：長井 隆行
・コンタクト［午前］：長井 隆行
・眼窩［午後］：長井 隆行
・義眼［検査］［第2・4週午後］
・担当医
・担当医

・中野 雄造
・不妊・男性更年期：千葉 公嗣、石田 貴樹

・重村 克巳 ・松下 経
・感染症[午後］：重村 克巳
・術前：原田 健一
・化学療法： 原田 健一、原 琢人
・腫瘍：寺川 智章
・神経因性膀胱[午後]：柳内 章宏
・宮原 義也
・女性ヘルスケア：松本 培世
・産後・家族：内田 明子/施 裕徳
/上中 美月
・妊婦・不育：笹川 勇樹

初診 ・山田 秀人【教授】
産科婦人科
TEL･FAX:382-6005･6019 再診 ・不育：山田 秀人【教授】
・月曜婦人科・女性ヘルスケア：長又 哲史
科
長：山田 秀人
・腫瘍：鈴木 嘉穂
外来医長：若橋 宣
・NIPT：遺伝カウンセラー［午後］
病棟医長：鈴木 嘉穂
病棟医長：森實 真由美
・妊婦：今福 仁美 ［子宮卵管造影］
・妊婦：谷村 憲司

・山田 秀人【教授】
・不育・遺伝：山田 秀人【教授】

初診 ・野村 正(こどもの形成外科）
形成外科
TEL･FAX:382-6252･6269 再診 ・大﨑 健夫
・石田 泰久
科
長：寺師 浩人
・長谷川 泰子
外来医長：岩山 隆憲
病棟医長：大﨑 健夫

・橋川 和信【准教授】
・乳房・血管腫、血管奇形：野村 正
・田村 亮介
・北川 敬之
・長谷川 泰子
・大澤 沙由理
・岩山 隆憲 ［午前］

・杉本 庸[午前]（紹介・AGAのみ対象）

・原岡 剛一【特命准教授】[午前]

・岩山 隆憲［午前］

・岩山 隆憲 ［午前］

・杉本 庸[午前]

・原岡 剛一【特命准教授】[午前]

・岩山 隆憲［午前］

佐藤 仁昭
本山 泰士

本山 泰士
担当医

佐藤 仁昭
担当医

・［術前］：なし

・［術前］：野村 有紀

溝渕 知司【教授】
高雄 由美子【准教授】
佐藤 仁昭
・[術前］溝渕 知司【教授】

・長谷川 巧実

（初診なし）

・古森 孝英【教授】、南川 勉、明石 昌也

・担当医
・エコー外来［午前］
・腫瘍外来[午後]
・レーザー外来［午後］
・矯正外来［初・再診完全予約制］

・担当医
・一般歯科［終日］
・顎関節・外傷外来［午後］

美容外科

初診 ・原岡 剛一【特命准教授】[第1･3週午前]

［自費診療・要予約］
TEL･FAX:382-5822・5823 再診 ・原岡 剛一【特命准教授】[第1･3週午前・午後]
科
長：原岡 剛一
・岩山 隆憲［第1、3週 午後］
外来医長：原岡 剛一
麻 酔 科・
初 本山 泰士
ペインクリニック科 診 担当医
TEL･FAX:382-6172･6189 ・
再 ・［術前］：出田 眞一郎【特命准教授】
科
長：溝渕 知司
診
外来：佐藤、病棟：佐藤
初診 ・鈴木 泰明
歯科口腔外科
TEL･FAX:382-6213･6229
科
長：古森 孝英
再診 ・担当医
・エコー外来［午前］
外来医長：明石 昌也
病棟医長：南川 勉
・インプラント外来[午後]
備考：初診担当医は、同
・小手術外来[午後]
・矯正外来［初・再診完全予約制］
時に再診を行いません。
〔記号の意味〕
〔記載について〕

灰色塗りつぶし

・婦人科：若橋 宣
・女性ヘルスケア：高橋 良輔
・NIPT：遺伝カウンセラー［午後］

・妊婦：森實 真由美
・妊婦：今福 仁美

・榊原 俊介（手術創感染（SSI))

・腫瘍・コルポ：蝦名 康彦【准教授】
・術前・内膜症：鈴木 嘉穂
・NIPT：遺伝カウンセラー［午後］
・婦人科：安積 麻帆
・妊婦：谷村 憲司
・妊婦：森實 真由美

・初診
・寺師 浩人【教授】
・顔面神経麻痺:橋川 和信【准教授】
・木谷慶太郎・長谷川泰子

・大﨑 健夫
・リンパ浮腫治療：橋川 和信【准教授】
・岩山 隆憲
・春名 奈津紀

・褥瘡・難治性潰瘍[午後]:寺師 浩人【教授】他

・矯正外来［初・再診完全予約制］

・レーザー外来［午前］
・小手術外来[午後]
・骨髄炎外来[午後］
・矯正外来［初・再診完全予約制］

・［術前］：小幡 典彦
・古土井 春吾
・木本 明
・担当医
・インプラント外来[午後]
・小手術外来[午後]
・矯正外来［初・再診完全予約制］

は要予約外来、【 】は職名、（ ）は担当疾患または記載の疾患を診療するための外来、[ ]は補足説明の意。
医師名から記載されていない場合は、専門外来です。
職名は准教授以上の教員に限り記載しています。【教授】は医学研究科教授、【准教授】は医学研究科准教授、【保・教授】は保健学科教授、【保・准教授】は保健学科准教授、【保管・教授】は保健管理センター教授の意。
「午後」や「終日」という記載がない場合は、午前のみ診療しています。また、第何週と記載していない場合は毎週診療しています。
〔一覧表の補足説明〕
初診担当医は、同時に再診も行っております。
〔地域の先生へのご案内〕 土日、祝祭日、年末年始(12月29日から１月3日まで）は休診日です。この他に、代診・休診になることがありますので、受診日当日代表番号078-382-5111までお電話でご確認ください。
事情により、担当医師がご指名医師と異なる場合があります。また、指名を頂くと、受診時のお待ち時間がより長くなることがあります。
受付時間は8時30分から11時までとなっておりますので、予約をしない場合は11時までにご来院するようご案内してください。
本表は、セカンドオピニオン外来担当医の一覧表ではありません。セカンドオピニオン外来は、医療機関のみから申し込みできる要予約外来で担当医は、医療機関から予約申込を頂いてから決定します。
〔地域の先生へのお願い〕 患者様をご紹介してくださるときは、地域医療推進室へ紹介状をFAXして予約をしてください。（）に記載の疾患は、基本的に該当医師が診療しますので、該当曜日に受診するようご紹介ください。
〔赤字の意味〕
前月より変更箇所は赤字で記載しています。

