
診療科（部） 担当医 曜日 時間 得意とする分野

石原　正治 カテーテルインターベンション

朝倉　正紀

峰　隆直 不整脈

内藤　由朗

合田　亜希子

赤堀　宏州 閉塞性動脈硬化症

飯島　尋子 水 外来業務終了後 肝腫瘍、ＮＡＳＨ診断治療

榎本　平之 木 14：00～ 慢性肝疾患

岩田　恵典 金 15：30～ 胆膵疾患

三輪　洋人

福井　広一

大島　忠之

富田　寿彦

戸澤　勝之

渡辺　憲治

上小鶴　孝二

河合　幹夫 

横山　陽子

小山　英則

楠　宜樹

倉賀野　隆裕

長澤　康行

名波　正義

木島　貴志

栗林　康造

松井　聖 第2木 13：30～14：30（予約時調整） リウマチ、膠原病、アレルギー

東　直人 第4木 15：00～16：00（予約時調整） リウマチ、膠原病、アレルギー

日笠　聡 月 午後 血友病、血小板減少性紫斑病
各種出血性疾患、HIV感染症

岡田　昌也 金 14：00～17：00
白血病、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群
再生不良性貧血、造血幹細胞移植

池亀　和博 火 午後 造血幹細胞移植

吉原　哲 月・水・金 予約時調整 白血病、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群
リンパ腫・骨髄腫、造血幹細胞移植

吉原　享子 予約時調整 予約時調整 リンパ腫・骨髄腫

武田　正中 てんかん

木村　卓 筋疾患、遺伝性神経疾患

笠間　周平

渡邊　将平

竹島　泰弘 月 13：00～14：00 筋、代謝、内分泌

奥田　真珠美 火 9：00～11：00 消化器

精神科神経科 前林　憲誠 水 午後
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診療科が得意とする分野

循環器内科 予約時調整 予約時調整 循環器全般

糖尿病、内分泌全般、高血圧、
痛風（高尿酸血症）、電解質異常、
高脂血症（家族性高コレステロー
ル血症）、睡眠時無呼吸

肝・胆・膵内科

消化管内科 通常外来日 予約時調整 消化管疾患 消化管癌（食道癌・胃癌）
機能性消化管疾患

臨床腫瘍学全般
呼吸器病学全般

炎症性腸疾患内科 通常外来日 予約時調整 炎症性腸疾患 炎症性腸疾患

糖尿病・
内分泌・代謝内科

予約時調整 予約時調整

神経内科疾患

腎・透析内科 予約時調整 予約時調整
腎炎、ネフローゼ
体液平衡異常
透析患者の合併症の治療

腎炎、ネフローゼ症候群の診断と
治療、血液透析、腹膜透析等の血
液浄化法水電解質、酸塩基平衡
異常、維持透析患者の合併症の
治療

呼吸器内科 通常外来日 外来業務終了後

小児科

精神科神経科一般

アレルギー・リウマチ内科
リウマチ
膠原病
アレルギー

血液内科

脳神経内科 予約時調整 予約時調整



診療科（部） 担当医 曜日 時間 得意とする分野

波多野　悦朗 月

多田　正晴 金

中村　育夫 月

藤本　康弘 水

篠原　尚 予約時調整 胃癌

倉橋　康典 予約時調整 食道癌

下部消化管外科 池田　正孝 月（第2・4・5）・金 予約時調整 大腸癌、直腸癌局所再発

炎症性腸疾患外科 池内  浩基 火 12：30～14：00 炎症性腸疾患

乳腺・内分泌外科 三好　康雄 予約時調整 予約時調整 乳腺外科

小児外科 大植　孝治 月・木 14：00～16：00 新生児外科疾患、漏斗胸、
鏡視下手術、小児悪性腫瘍

心臓血管外科 坂口　太一 月 午前 心臓血管外科全般

呼吸器外科 長谷川　誠紀 月 13：00～14：00 呼吸器外科一般

中山　寛 月 膝、スポーツ

麸谷　博之 火 腫瘍

藤原　勇輝 火 股関節

橘　俊哉 金 脊椎

垣淵　正男 木 形成外科全般

西本　聡 水 小児の形成外科、先天異常、血管腫、母斑

吉村　紳一 火・木 午後 脳血管障害

月 午後

火 午前

白川　学 木 午後 下垂体疾患

内田　和孝 月 午後 脳血管障害、顔面痙攣

阪本　大輔 火 午後 脳腫瘍

夏秋　優

今井　康友

柴原　浩章 月 16：00～16：30 生殖・内分泌

澤井　英明 火 10：00～11：00 遺伝（出生前診断）

月

木

阪上　雅史 月 中内耳手術、難聴の診断・治療、味覚

美内　慎也 水 中内耳手術、難聴の診断・治療

都築　建三 月 鼻、嗅覚、アレルギー

寺田　友紀 火・金

宇和　伸浩 水・金

山門　亨一郎 月 9：00～10：00 血管内治療、IVR、癌局所療法

冨士原　将之 水 10：00～11：00 放射線治療

高木　治行 木 9：00～11：00 IVR癌治療

廣瀬　宗孝

多田羅　恒雄

下出　典子

岡野　紫

岸本　裕充 口腔外科及びインプラント義歯

野口　一馬 口腔外科及び口腔癌

髙岡　一樹 口腔外科及びインプラント義歯

廣瀬　宗孝 木 11：00～12：00

高雄　由美子 水 10：00～11：00

長谷川　誠紀 木

木島　貴志 月

栗林　康造 火
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ペインクリニック部 ペインクリニック、緩和医療全般

中皮腫センター 予約時調整 胸部腫瘍学全般

麻酔科・
疼痛制御科

通常外来日 外来業務終了後 術前麻酔評価 麻酔管理

歯科口腔外科 予約時調整 予約時調整

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科

外来業務終了後
中内耳手術
鼻内視鏡手術
味覚、嗅覚

頭頸部腫瘍

放射線科

皮膚科 予約時調整 予約時調整 皮膚科一般（美容皮膚科を除く）

産科婦人科

鍔本　浩志 14：00～16：00 腫瘍

形成外科 外来業務終了後 形成外科全般

脳神経外科

陰山　博人 脊椎脊髄

小児外科、新生児外科、小児がん

呼吸器外科一般

整形外科 外来業務終了後

上部消化管外科 予約時調整 上部消化管悪性腫瘍

下部消化管・肛門疾患全般
（悪性腫瘍）

下部消化管・肛門疾患全般
（悪性腫瘍、炎症性腸疾患）

乳癌

2020年度 セカンドオピニオン外来　診療科（部）の担当医②（要予約）
診療科が得意とする分野

肝・胆・膵外科 外来業務終了後
肝・胆・膵外科
内視鏡外科


	セカンド対応医一覧①.pdf
	セカンド対応医一覧②.pdf

