
令 和 ３ 年
（２０２1年）
９ 月 版

オンライン・セカンドオピニオン外来が始まります！オンライン・セカンドオピニオン外来が始まります！

ご予約は地域医療連携部ご予約は地域医療連携部 病診連携課（病診連携課（072））804-2742（直通）まで（直通）まで



令和3年9月1日現在

診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

総 合 診 療 科
内線（3770）

午
前
　西山　順滋 　西山　順滋 　水野　泰行 ☆福永　幹彦 ＊阿部　哲也 　西山　順滋（1.3週）
　岡本　敬司 　岡本　敬司 　岡本　敬司 　西山　順滋 　西山　順滋 　坂崎　友哉（3週）
　和田　秀之 　山根　朗 　林　幹雄 　岡本　敬司 　和田　秀之（1週）

午
後
　坂崎　友哉 【オンライン・セカンドオピニオン外来】 　秋山　泰士 　友田　俊介

　西山　順滋

アレルギーセンター
内線（3770）

午
前
＊小林　良樹（初） ☆宮下　修行（初） 　赤川　翔平（初） 　河内　理咲（初） ☆谷崎　英昭（初）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】　池田　浩己（1週） 　岸本　泉（初）
＊小林　良樹（成人アレルギー） 　 赤川　翔平（小児アレルギー）

午
後

血 液・ 腫 瘍
内 科
内線（3620）

午
前

☆野村　昌作 　佐竹　敦志 ☆伊藤　量基 　佐竹　敦志 ☆野村　昌作 　中西　孝尚（1週・再）
　藤田　真也 　堀田　雅章 　藤田　真也 　小西　晶子 ☆伊藤　量基 　藤田　真也（3週・再）
　中西　孝尚 　吉村　英晃 　中西　孝尚
【セカンドオピニオン外来】【造血幹細胞移植後 【造血幹細胞移植後
☆伊藤　量基（2週） 長期フォローアップ外来】長期フォローアップ外来】

　担当看護師（再） 　担当看護師（再）

午
後

　東　由子 　佐竹　敦志（再） ☆伊藤　量基（再） 　佐竹　敦志（再） 　藤本　正博（再）
　藤田　真也（再） 　堀田　雅章（再） 　藤田　真也（再） 　小西　晶子（再） ☆伊藤　量基（再）
　中西　孝尚（再） 　吉村　英晃（再） 　中西　孝尚（再）
【セカンドオピニオン外来／
オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆野村　昌作（1週）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆伊藤　量基（2週）

循
環
器
疾
患

循環器内科
内線（3630）

午
前

☆塩島　一朗 　藤井　健一 　元廣　将之 ＊宮坂　陽子 　岩坂　潤二 　杉田　洋（1週）
＊宮坂　陽子（再） 　和田　健作（再） 　吉田　進（再） 　元廣　将之（再） ＊竹花　一哉 　岩坂　潤二（3週）
　岸本　広志（再） 　仲井　えり（再） ＊竹花　一哉 　辻本　悟史（再） 　諏訪　惠信（再）
　岩坂　潤二（再） ☆塩島　一朗（再） 　森下　瞬（再）

【閉塞性動脈硬化症
外来】
　藤井　健一

☆木村　穣
　杉田　洋（再）

午
後

【冠動脈形成術外来】 【冠動脈形成術外来】 【ペースメーカー外来】
　元廣　将之（初） 　元廣　将之（初） 　森下　瞬
【アブレーション外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　吉田　進（初） ☆塩島　一朗（1.3.5週）

循環器外科
内線（3630）

午
前

☆川副　浩平 【弁膜症・冠動脈外科外来】 ☆細野　光治（初）
☆湊　直樹（初） 　岡田　隆之

　桑内　慎太郎（再）
☆細野　光治
　岡田　隆之

午
後

【弁膜症外来】 【術前外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆川副　浩平（初） ☆湊　直樹（初） 　岡田　隆之

【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆湊　直樹

血管外科
内線（3630）

午
前

☆善甫　宣哉
【閉塞性動脈硬化症外来】
　大野　雅人

午
後

【オンライン・セカンドオピニオン外来】 ☆善甫　宣哉
☆善甫　宣哉 【閉塞性動脈硬化症外来】

　大野　雅人

消
化
器
疾
患

消化器肝臓
内 科
内線（3640）

午
前

☆長沼　誠 ＊福井　寿朗 ☆長沼　誠 ＊池浦　司 　富山　尚 【IBD外来】
＊吉田　勝紀 【代謝性肝疾患外来】 ＊福井　寿朗 　深田　憲将 　山口　隆志 ☆長沼　誠（再）
＊田原　智満 ☆宮﨑　浩彰 　高橋　悠 　中村　尚広 ＊仲野　俊成 　西紋　周平
＊池浦　司 　中山　新士 　青井　一憲 　枡田　昌隆 　鈴木　亮 【肝臓外来】（予約制）
　岡崎　敬 　松本　泰司 　中丸　洸 　伊藤　嵩志 ＊吉田　勝紀（1週）

　青井　一憲（3週）

午
後

【肝移植外来】 【肝臓外来】 【大腸外来/セカンド 【胆膵外来】 【胃外来】
☆廣原　淳子（3週・再） ＊吉田　勝紀 オピニオン外来】 ＊池浦　司 ＊仲野　俊成
【肝臓外来】 　山口　隆志（予約制） ＊福井　寿朗 【小腸・大腸外来/ 【大腸化学療法外来】
＊吉田　勝紀 【肝臓外来/セカンド セカンドオピニオン外来】　富山　尚
【上部消化管 オピニオン外来】 　深田　憲将 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
化学療法外来】 ＊吉田　勝紀 ☆長沼　誠
　岡崎　敬 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 ＊吉田　勝紀
＊池浦　司

難病センター
潰瘍性大腸炎・
クローン病部門
内線（3640）

午
前
☆長沼　誠 ＊福井　寿朗 ☆長沼　誠 ☆長沼　誠
☆関本　貢嗣
　（消化管外科）

午
後
☆長沼　誠 ＊福井　寿朗 　深田　憲将

肝臓外科
内線（3640）

午
前

　松井　康輔（再） ☆海堀　昌樹 　小坂　久（再） 　松島　英之（再）
　小坂　久（再）

午
後

【肝運動療法外来】 　松井　康輔（再）
☆海堀　昌樹 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【外科運動療法外来】 ☆海堀　昌樹
　松井　康輔（再）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆海堀　昌樹

胆膵外科
内線（3640）

午
前
☆里井　壯平 　山本　智久（再） 【胆嚢・胆石外来】 　山木　壮（再） ☆里井　壯平 【オンライン・セカンドオピニオン外来】

　廣岡　智 ☆里井　壯平
午
後

【胆嚢・胆石外来】
　廣岡　智

消化管外科
内線（3640）

午
前

☆関本　貢嗣 ☆井上　健太郎 【食道・胃外来】 ☆濱田　円 【胃外来】 　向出　裕美（再）
☆濱田　円 ＊山崎　誠 ☆関本　貢嗣 ☆井上　健太郎
【下部消化管外来】 【ストーマ外来】
　三城　弥範（再） 　認定看護師
【ストーマ外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　認定看護師 ☆関本　貢嗣
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆濱田　円

午
後

【胃内視鏡手術外来】 【上部消化管外来】 【大腸外来/セカンド 【食道疾患外来】
☆井上　健太郎 　菱川　秀彦（再） オピニオン外来】 ＊山崎　誠

☆濱田　円 【胃外来/セカンドオ
【下部消化管外来】 ピニオン外来】
　三城　弥範（再） ☆井上　健太郎

【ヘルニア外来】
　向出　裕美

原則事前予約をお願いします
【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します
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診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

呼
吸
器
疾
患

呼 吸 器
腫瘍内科
内線（3640）

午
前
☆倉田　宝保（再） ＊吉岡　弘鎮（再） ☆倉田　宝保（初） 　木畑　佳代子 ☆倉田　宝保
　金田　俊彦 　木畑　佳代子 　山中　雄太

午
後

☆倉田　宝保（再） ＊吉岡　弘鎮（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】　木畑　佳代子（再） ☆倉田　宝保（再）
　金田　俊彦（再） 　木畑　佳代子（再） ☆倉田　宝保 【気管支鏡検査】
　山中　雄太 【気管支鏡検査】 　尾形　誠

　尾形　誠 　真田　夢
　金田　俊彦
　山中　雄太
　小澤　真璃
　真田　夢

呼 吸 器・
感染症内科
内線（3640）

午
前

　尾形　誠 【喘息・気道アレルギー】　尾形　誠 ☆宮下　修行 ☆宮下　修行（再）
＊小林　良樹（再） 　福田　直樹
　（耳鼻科外来） 【咳・喘息・気道アレルギー】
【咳外来】 ＊小林　良樹
☆宮下　修行（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　（総合診療科） ☆宮下　修行
　矢村　明久（初）

午
後

【びまん性肺疾患外来】【気管支鏡検査】 　福田　直樹（再） ☆宮下　修行 【咳・喘息・気道アレルギー】
　尾形　誠 　尾形　誠 【びまん性肺疾患外来】【気管支鏡検査】 ＊小林　良樹

　福田　直樹 　尾形　誠 　尾形　誠
【オンライン・セカンドオピニオン外来】　福田　直樹
　尾形　誠 【喘息・気道アレルギー】

＊小林　良樹（再）
　（耳鼻科外来）

呼吸器外科
内線（3640）

午
前
　齊藤　朋人（初） ☆村川　知弘 　日野　春秋（初） ☆村川　知弘 　谷口　洋平（初） ☆村川　知弘

　齊藤　朋人（再） 　谷口　洋平（再） 　日野　春秋（再）
　松井　浩史（再） 　日野　春秋（再） 　齊藤　朋人（再）

午
後

☆村川　知弘 【周術期呼吸支援外来】 　谷口　洋平（再）
　齊藤　朋人（再） 　日野　春秋（再） 　松井　浩史（再）
　松井　浩史（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【セカンドオピニオン／ ☆村川　知弘
オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆村川　知弘（初）
【周術期呼吸支援外来】
　松井　浩史（再）

腎
泌
尿
器
疾
患

腎臓内科
内線（3650）

午
前

　今田　崇裕 ☆谷山　佳弘 　染矢　和則 ☆谷山　佳弘 ☆谷山　佳弘 【腎移植ドナー外来】
　中野　力 ＊塚口　裕康（再） 　中東　三聖 【糖尿病性腎症透析 ＊塚口　裕康

【オンライン・セカンドオピニオン外来】予防看護外来】
☆谷山　佳弘 　担当看護師

＊塚口　裕康
午
後
　今田　崇裕 　中野　力 　染矢　和則 　中東　三聖 ＊塚口　裕康

腎泌尿器外科
内線（3650）

午
前

☆木下　秀文（初） 　杉　素彦（1.3週・初）　齊藤　亮一（初） 　安田　鐘樹（1.3.5週）　杉　素彦（初） 　杉　素彦（1週・初）
　齊藤　亮一（再） 　矢西　正明（2.4週・初）　杉　素彦（再） 　谷口　久哲（2.4週・初）☆木下　秀文（再） 　安田　鐘樹（3週・初）
　増尾　有紀（再） 　滝澤　奈恵（再） 【院長】 　矢西　正明（再） 　奥　雄太郎（再）
　谷口　久哲（再） 　吉田　崇（再） 　安田　鐘樹（再） 　松田　公志（再） 　元木　佑典（再） 　秋山　恭二朗（再）
【一般外来・小児泌尿器】【ストーマ外来】 【腎移植外来・腎移植 【腎移植外来・腎移植 【男性不妊性機能外来】
　福井　真二（再） 　認定看護師 ドナー外来】 ドナー外来】 　谷口　久哲

　矢西　正明 　矢西　正明 【腎移植外来・腎移植
【女性泌尿器科外来】 ドナー外来】
　谷口　久哲 　小糸　悠也（1週）

　矢西　正明（3週）
【男性尿失禁外来】
　杉　素彦（3週）

午
後

　齊藤　亮一（再） 　吉田　崇（2.4週・再）　杉　素彦（再） 　矢西　正明（再） 　谷口　久哲（1週）
　増尾　有紀（再） 【ストーマ外来】 　滝澤　奈恵（再） 　元木　佑典（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　谷口　久哲（再） 　認定看護師 　安田　鐘樹（再） 【前立腺外来】 　杉　素彦
【前立腺外来】 【小児泌尿器】 ☆木下　秀文（再）
☆木下　秀文（再） 　福井　真二 【セカンドオピニオン／
【一般外来・小児泌尿器】 オンライン・セカンドオピニオン外来】
　福井　真二（再） ☆木下　秀文（初）

糖 尿 病 科
内線（3760）

午
前
☆豊田　長興 ☆豊田　長興 ☆豊田　長興 　浮田　千津子（初） ☆豊田　長興

　田代　香織（再） 　丸岡　あずさ（再） 　西村　久美子（再）
　奥野　沙織（再） 　原　宏幸（再） 　髙橋　一久（再）

午
後

　中野　美由紀（再） 　丸岡　あずさ（再） 　西村　久美子（再）
　奥野　沙織（再） 　原　宏幸（再） 　髙橋　一久（再）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆豊田　長興

内 分 泌 内 科
内線（3760）

午
前
　浮田　千津子（再） 　浮田　千津子（再） 　浮田　千津子

午
後
　浮田　千津子（再） 　浮田　千津子（再） 　浮田　千津子

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します原則事前予約をお願いします

【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861 令和3年9月1日現在
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診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

脳
神
経
疾
患

精神神経科
内線（3680）
※入院病床は
　ございません。

午
前
＊加藤　正樹 　許　全利（再） ＊加藤　正樹（再） ＊加藤　正樹 　嶽北　佳輝 　柳田　知世（再）
　許　全利（再） 　長野　洋祐 　村田　知康 　柳田　知世（再） 　舩槻　紀也（再）

　大畑　貴裕 　長野　洋祐（再）
午
後

　大畑　貴裕（再） ＊加藤　正樹（再） 【もの忘れ看護外来】
　認定看護師（再）
　柳田　知世（再）

脳神経外科
内線（3680）

午
前

☆吉村　晋一 ☆吉村　晋一（再） ☆淺井　昭雄（再） ☆埜中　正博 ☆淺井　昭雄（初） ☆埜中　正博（初）
　李　一（再） 　大石　哲也（初） ☆埜中　正博（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】　羽柴　哲夫（再）
　磯﨑　春菜（再） 　武田　純一 ☆淺井　昭雄 　武田　純一

　亀井　孝昌（初） ☆吉村　晋一
午
後
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆吉村　晋一

脳神経内科
内線（3680）

午
前

＊金子　鋭 ☆藥師寺　祐介 　峠　理絵 ☆藥師寺　祐介 ＊金子　鋭 ☆藥師寺　祐介（初）
　中村　正孝 　中山　健太郎 　飯田　慎 　中村　正孝 　片岡　優子 ＊金子　鋭（初）
　加藤　梨沙 　森勢　諭 ☆藥師寺　祐介 【もの忘れ外来】 　森勢　諭 　中村　正孝（初）
【脳卒中外来】 ☆藥師寺　祐介（初） 　國枝　武伸（初）
　國枝　武伸 【脳卒中外来】 　森勢　諭（初）

　國枝　武伸 　加藤　梨沙（初）

午
後

【オンライン・セカンドオピニオン外来】☆藥師寺　祐介（再） 【HAM外来】 　片岡　優子（初）
☆藥師寺　祐介 ＊竹之内　徳博 ボトックス
＊金子　鋭 【眼瞼・顔面】
　國枝　武伸 　長島　正人
　中村　正孝 　中山　健太郎

　峠　理絵
　植木　秀伍

心療内科
内線（3680）

午
前

【痛みセンター：心療内科】☆福永　幹彦（初） ＊阿部　哲也（初） 　山根　朗（初） 　秋山　泰士（再）
　水野　泰行（初） ＊阿部　哲也（再） 　水野　泰行（再）
　山根　朗　（再） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】 　今泉　澄人（再）
　坂崎　友哉（再） ☆福永　幹彦

午
後
　岡本　敬司（再） 　山根　朗　（再） ＊阿部　哲也（再） ☆福永　幹彦（再） 　革島　定信（再）
　水野　泰行（再） 　秋山　泰士（再） 　大林　美由樹（再） 　橋爪　誠　（再）
　友田　俊介（再） 　和田　秀之（再）

整 形 外 科
内線（3690）

午
前

【膝関節/スポーツ外来】【脊椎外来】 【手の外科外来】 【脊椎外来】 【脊椎外来】 【注射外来】
　大野　博史（初） ☆齋藤　貴徳 ☆堀井　恵美子 ☆齋藤　貴徳（地域初診のみ）☆齋藤　貴徳 ☆齋藤　貴徳（不定期）
【股関節外来】 ☆安藤　宗治 　外山　雄康 ＊谷口　愼一郎 　谷　陽一
＊おおえ　賢一（初） 　足立　崇 【脊椎外来】 　足立　崇 【脊髄外来側弯症外来】　田中　貴大（一般）
　中村　知寿（初） 　石原　昌幸 ＊谷口　愼一郎 　谷　陽一 　石原　昌幸 【手の外科外来】
【小児整形外来】 【股関節外来】 【膝関節/スポーツ外来】　外山　雄康（再）
　片岡　浩之 　四方　宏（一般） 　小林　史朋（一般） ＊おおえ　賢一（再） 　大野　博史（再）

　鈴木　沙弥（一般） 　佐藤　旬起（一般） 【股関節外来】
　佐藤　旬起（一般） 　寒川　翔平（一般） 　矢倉　拓磨（一般） 　中村　知寿（再）
　鈴木　沙弥（一般） 　四方　宏（一般） 　政田　亘平（一般）【手の外科外来】
　西　紗登美（一般） 　田中　貴大（一般） 　外山　雄康

　寒川　翔平（一般）
　政田　亘平（一般）
　西　紗登美（一般）

午
後

【膝関節/スポーツ外来】【脊椎外来】 【脊椎外来】 【脊椎外来】 【脊椎外来】
　大野　博史（初） ☆齋藤　貴徳 ＊谷口　愼一郎 　足立　崇 ☆齋藤　貴徳
【股関節外来】 ☆安藤　宗治 　谷　陽一 【膝関節/スポーツ外来】
＊おおえ　賢一（初） 　足立　崇 　小林　史朋（一般）【股関節外来】 　大野　博史（再）
　中村　知寿（初） 　石原　昌幸 　佐藤　旬起（一般） ＊おおえ　賢一（再）【股関節外来】
【小児整形外来】 【手の外科外来】 　寒川　翔平（一般） 　中村　知寿（再）
　片岡　浩之 ☆堀井　恵美子 　四方　宏（一般） 　矢倉　拓磨（一般）【小児整形外来】

【オンライン・セカンドオピニオン外来】　政田　亘平（一般） 　片岡　浩之
　小林　史朋（一般） 　鈴木　沙弥（一般） 　片岡　浩之（小児） 　田中　貴大（一般）
　佐藤　旬起（一般）【オンライン・セカンドオピニオン外来】 　梅田　眞志（一般・2.4週・再）　寒川　翔平（一般）
　鈴木　沙弥（一般） ☆堀井　恵美子（手） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】　西　紗登美（一般）
　西　紗登美（一般） ☆齋藤　貴徳（脊椎）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
＊おおえ　賢一（股関節）
　大野　博史（膝）

リ ウ マ チ・
膠 原 病 科
内線（3760）

午
前

【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　孫　瑛洙 ☆尾﨑　吉郎（再） 　田中　晶大（初） 　孫　瑛洙 ☆尾﨑　吉郎（初） ☆尾﨑　吉郎

　重坂　実（初） 　重坂　実 【膠原病外来】
　田中　晶大（再）

午
後

【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】 【膠原病外来】
　孫　瑛洙 ☆尾﨑　吉郎（再） 　田中　晶大（再） 　孫　瑛洙 ☆尾﨑　吉郎（再）
　嶋元　佳子（再） 【膠原病外来】 【リウマチ外来】 　重坂　実 　辻本　早希（初）

　重坂　実（初） 　市川　宜弘

リハビリテーション科
内線（3589）

午
前

　田口　周 　中田　瑞季 　小倉　久幸 ☆長谷　公隆 　鈴木　良和 　田口　周
【筋電図外来】 【装具外来】 【ボツリヌス外来】 【筋電図外来】 【装具外来】
　小倉　久幸 　中田　瑞季 　小倉　久幸 ☆長谷　公隆 　鈴木　良和
　濱澤　順也 【筋電図外来】 【装具外来】 　鈴木　良和 【外来フレイル】
【ボツリヌス外来】 　田口　周 　小倉　久幸 【ボツリヌス外来】 　勝島　詩恵
☆長谷　公隆 【外来フレイル】 ☆長谷　公隆 【ボツリヌス外来】
　田口　周 　勝島　詩恵 【外来フレイル】 　鈴木　良和

【ボツリヌス外来】 　勝島　詩恵
　中田　瑞季

午
後

　田口　周 　中田　瑞季 　小倉　久幸 　中田　瑞季 　鈴木　良和
【ボツリヌス外来】 【装具外来】 【ボツリヌス外来】 【ボツリヌス外来】 【装具外来】
☆長谷　公隆 　中田　瑞季 　小倉　久幸 ☆長谷　公隆 　鈴木　良和
　田口　周 【外来フレイル】 【装具外来】 【外来フレイル】 【外来フレイル】

　勝島　詩恵 　小倉　久幸 　勝島　詩恵 　勝島　詩恵
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆長谷　公隆

原則事前予約をお願いします
【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します

令和3年9月1日現在
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診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

女
性
診
療
科

産 科
婦 人 科
内視鏡外科
内線（3660）

午
前

【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】
☆岡田　英孝 　村田　紘未 　角　玄一郎 　佛原　悠介 　久松　洋司
【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】
　笠松　敦 　吉田　彩 　安原　由貴 ☆森川　守 　辻　祥子
【内分泌･未妊外来】 【内分泌･未妊外来】 【内分泌2・産後外来】【コルポ外来】 【内分泌･未妊外来】
　岡田　園子 　小野　淑子 　小野　淑子 　横江　巧也（再） 　中尾　朋子
【婦人科再診午前】 【助産外来】 【内分泌･未妊外来】 【内分泌･未妊外来】 【女性泌尿器】
　中尾　朋子（再） 　担当看護師（再） 　神谷　亮雄 　辻　祥子 　谷口　久哲
【コルポ外来】 【婦人科再診外来】 【ハイリスク妊婦相談外来】【内視鏡外科外来】 【婦人科再診午前】
　福田　久人（再） 　横江　巧也 ☆森川　守 ☆北　正人 　福田　久人（再）
　久松　洋司（再） 【セカンドオピニオン外来】【産後ケア外来】 【妊よう性温存】
　西端　修平（再） ☆北　正人（初） 　担当看護師（再） 【生殖・遺伝医療】
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 ☆岡田　英孝
☆北　正人（2.4週） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】

☆岡田　英孝

午
後

【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】 【婦人科外来】
☆岡田　英孝 　村田　紘未 　角　玄一郎 　佛原　悠介 　久松　洋司
【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】 【周産期外来】
　笠松　敦 　西端　修平 　安原　由貴 　坪倉　弘晃 　髙野　苗江
【内分泌・未妊外来】 【婦人科再診外来】 【婦人科再診午後】 【内分泌･未妊外来】 【内分泌･未妊外来】
　中尾　朋子 　横江　巧也 　橋本　佳子（再） 【アスリート外来】 　中尾　朋子
【産後外来】 【内分泌･未妊外来】 【内分泌･未妊外来】 　辻　祥子 【母乳外来】
　小野　淑子（再） 　小野　淑子 　神谷　亮雄 　担当看護師（再）
【母乳外来】 【助産外来】 【助産外来】 【婦人科再診午後】
　担当看護師（再） 　担当看護師（再） 　担当看護師（再） 　中川　冴（再）
【妊よう性温存】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【生殖・遺伝医療】 ☆北　正人（1.3週）
☆岡田　英孝 　吉田　彩
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆森川　守

乳 腺 外 科
内線（3760）

午
前

　多田　真奈美 　木川　雄一郎 ☆杉江　知治（再） 　多田　真奈美（再） 　木川　雄一郎（再）
　吉田　奈央 【オンライン・セカンドオピニオン外来】

☆杉江　知治

午
後

☆杉江　知治（再） 　木川　雄一郎（再） ☆杉江　知治（再） 　吉田　奈央（再） 【セカンドオピニオン外来】
　多田　真奈美 　吉田　奈央 【乳腺遺伝外来】 ☆杉江　知治（初）

　矢内　洋次 　木川　雄一郎（再）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　木川　雄一郎

小
児
疾
患

小 児 科
内線（3670）

午
前

【一般再診外来】 【一般・消化器外来】 【一般・血液外来】 【一般・腎臓外来】 【一般・消化器外来】 【腎臓外来】
　赤川　翔平 ＊藤井　喜充 　松野　良介 　山内　壮作 ＊藤井　喜充 　木全　貴久
【新生児心臓外来】 【一般・血液外来】 【腎・リウマチ外来】 　加藤　正吾 【循環器外来】 　加藤　正吾
　峰　研治 　大町　太一 　蓮井　正史（2.4週）【一般・腎臓・夜尿症外来】　外山　有加（再） 【新生児心臓外来】
【腎臓外来】 【新生児外来】 【神経外来】 ☆金子　一成 【夜尿症外来】 　峰　研治
　木全　貴久 ＊大橋　敦（再） 　安原　昭博（3週）【腎臓外来】 ＊辻　章志（再） 【腎臓外来】
【新生児腎臓外来】 【一般・腎臓・夜尿症外来】【新生児外来】 　木全　貴久 【一般外来】 　山内　壮作
　山内　壮作 ☆金子　一成 　平林　雅人 【発達テスト】 　高畑　枝理子（1.3週）【一般・循環器外来】
【一般・遺伝外来】 【アレルギー外来】 【一般再診外来】 　担当臨床心理士 【一般・血液外来】 　堀　真一郎（再）
＊藤井　喜充 　平口　雪子（再・4週）　赤川　翔平（再） 【新生児外来】 　松野　良介 【一般・血液外来】
【一般・血液外来】 【一般外来】 【一般外来】 　平林　雅人 【一般・感染症外来】 　松野　良介
　大町　太一 　中井　陽子（再） 　山添　敬史 　中村　祥崇 【一般・感染症外来】
【新生児外来】 【心臓外来】 【神経外来】 　中村　祥崇
　寺本　芳樹 　吉村　健（1.3.5週）　藤代　定志

午
後

【腎臓外来】 【アレルギー外来】 【内分泌外来】 【血液外来】 【アレルギー外来】
☆金子　一成（1.3.5週）　平口　雪子（4週） 　高屋　淳二（2.4週）　大町　太一（再） 　中井　陽子（再）
【１ヶ月健診】 【心臓外来】 　中野　崇秀（1.3.5週・再）【一般再診・夜尿症初診】
＊藤井　喜充（再） 　吉村　健 　野田　幸弘（再） 　赤川　翔平
【新生児外来】 【腎臓外来】 【夜尿症外来】 【神経外来】
　關谷　真一郎 　木野　仁郎（再） ＊辻　章志 　藤代　定志（再）
【夜尿症初診・腎臓外来】【ロタウイルスワクチン】 【発達テスト】 【循環器外来】
＊辻　章志 ＊藤井　喜充 　担当臨床心理士（再）　堀　真一郎
【神経外来】 【アレルギー外来】 【小児心身症外来】 【新生児外来】
　藤代　定志 　山岸　満（再） ＊石崎　優子（2.4週）＊大橋　敦（再）（2.4週）
【循環器外来】 【内分泌外来】 【ロタウイルスワクチン】
　堀　真一郎（1.3.5週） 　田邉　裕子（2.4週）＊藤井　喜充

【新生児心臓】
　峰　研治

オンライン・セカンドオピニオンはご依頼に応じて各専門医師が対応します。

小児外科
内線（3670）

午
前
　佐竹　良亮 ☆土井　崇 　重田　裕介 ☆土井　崇 ＊中村　弘樹 ＊中村　弘樹

午
後

　濵田　吉則（再） 【術前・術後外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【術前・術後外来】 　佐竹　良亮 ☆土井　崇
　重田　裕介
【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆土井　崇

小 児
脳神経外科
内線（3680）

午
前
午
後

　山内　康雄 【二分脊椎外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆埜中　正博 ☆埜中　正博

　小森　裕美子 　小森　裕美子
小 児
心臓外科
内線（3670）

午
前

☆金本　真也

午
後

原則事前予約をお願いします
【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861 令和3年9月1日現在

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します
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診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

眼 科
内線（3710）

午
前

【黄斑】 【黄斑】 【糖尿・ぶどう膜】 【角膜・結膜・CL】 【黄斑】 【一般外来】
☆髙橋　寛二 　大中　誠之 【網膜硝子体・多焦点】 ＊佐々木　香る ☆髙橋　寛二 　嶋　千絵子（1週）
【黄斑】 【角膜・結膜】 ☆山田　晴彦 【黄斑】 　木村　元貴 　大中　誠之（1週）
＊永井　由巳 ＊佐々木　香る 【網膜硝子体・角膜】 ＊永井　由巳 【緑内障】 　千原　智之（1週）
　髙橋　元 【緑内障・黄斑】 　嶋　千絵子 【黄斑・網膜硝子体】 　盛　秀嗣 　久次米　佑樹（1週）
【糖尿病】 　千原　智之 【黄斑】 　木村　元貴 【網膜硝子体・黄斑】 　田中　万里（1週）
　嶋　千絵子 　大中　誠之 【角膜・CL】 　久次米　佑樹 　木村　元貴（3週）
【緑内障・黄斑】 　久次米　佑樹（初）【糖尿病】 【緑内障】 【網膜硝子体】 　盛　秀嗣（3.5週）
　千原　智之 【一般外来】 　盛　秀嗣 　石本　敦子 　横田　開人 　大庭　慎平（3週）
【角膜・緑内障】 　田中　万里 【緑内障】 【ぶどう膜・網膜硝子体】 　藤原　亮（3.5週）
　石本　敦子 　大庭　慎平 　藤原　亮 　竹澤　隆佑（初） 　髙橋　元（3週）

【緑内障・ぶどう膜】
　大庭　慎平（初） 　藤原　亮（初） 　竹澤　隆佑

　髙橋　元（初）

午
後

【黄斑・ロービジョン】 【緑内障】 【糖尿・ぶどう膜】 【角膜・結膜・CL】 【網硝】
＊永井　由巳 　加賀　郁子 【網膜硝子体・多焦点】 ＊佐々木　香る 　木村　元貴
【網膜硝子体・角膜】 　吉田　秀之 ☆山田　晴彦 【糖尿・CL】 【腫瘍・網硝】
　嶋　千絵子 【緑内障・黄斑】 【未熟児】 　嶋　千絵子 　盛　秀嗣
【黄斑・涙道】 　千原　智之 　大中　誠之 【網膜硝子体】 【網膜硝子体】
　髙橋　元 【網膜硝子体】 　盛　秀嗣 　横田　開人 　久次米　佑樹
【オンライン・セカンドオピニオン外来】　服部　雄基 　大庭　慎平 【角膜・CL】 【網膜硝子体】
☆髙橋　寛二 　服部　雄基 【緑内障】 　横田　開人
☆山田　晴彦 【黄斑・未熟児】 　石本　敦子 【一般外来】
＊永井　由巳 　大中　誠之 【ぶどう膜・網膜硝子体】　近江　正俊
＊佐々木　香る 【涙道】 　藤原　亮
　嶋　千絵子 　小林　敦 【ぶどう膜】
　大中　誠之 　髙橋　元 　竹澤　隆佑

【緑内障・未熟児】
　大庭　慎平

耳鼻咽喉科・
頭 頸 部 外 科
内線（3720）

午
前

＊八木　正夫 ☆岩井　大（1.3週） ☆岩井　大 ＊村田　英之 ＊八木　正夫 ＊日高　浩史（1週）
　藤澤　琢郎 ＊松岡　千尋（4週） 　杉田　侑己 　阪上　智史 　河内　理咲 　尹　泰貴（3週）
　鈴木　健介（4週） ＊村田　英之（1.3週）＊日高　浩史 　尹　泰貴（1週） 　清水　皆貴 　福井　英人
　森田　端樹（3週） 　福井　英人 　藤澤　琢郎 　杉田　侑己（3週） 　友田　篤志（1.3週）　阪上　智史（1週）
　友田　篤志（1.2週）＊日高　浩史（1.2週）【言語・聴覚外来】 　西本　仁（2.4.5週）　杉田　侑己 　清水　皆貴（3週）
　尹　泰貴 　清水　皆貴（2.4週）　言語聴覚士 　鈴木　健介 　倉澤　志朗（2.4週）　杉田　侑己（1週）
　三谷　彰俊 　河内　理咲（3週） 【気道アレルギー外来】 　森田　端樹（3週）
【言語・聴覚外来】 　尹　泰貴（2.4週） ☆朝子　幹也 【小児聴き取り外来】
　言語聴覚士 【喘息・気道アレルギー】 ＊小林　良樹 　土井　直

＊小林　良樹

午
後

【言語・聴覚外来】 【耳鳴・難聴外来】 【言語・聴覚外来】 【めまい外来】 【中耳外来２】
　言語聴覚士（再） 　福井　英人（再） 　言語聴覚士（再） 　杉田　侑己（1.3.4週・再）　福井　英人

【補聴器外来】 【言語・聴覚外来】 【舌下免疫外来】
＊八木　正夫（再） 　言語聴覚士（再） 　濱田　聡子（1.3週・再）
【頭頸部外科・セカンド 【無呼吸外来】 【言語・聴覚外来】
オピニオン外来】 　河内　理咲（再） 　言語聴覚士（再）
＊八木　正夫（再） 【喘息・気道アレルギー】
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 ＊小林　良樹（再）
＊八木　正夫（1.3週）
　藤澤　琢郎（1.3週）

歯科・口腔外科
内線（3725）

午
前

＊兒島　由佳（初） 　安井　大樹（初） 　澤田　俊輔（初） 　後藤　倫子（初） 　切東　真子（初）
　切東　真子（再） ＊兒島　由佳（再） 　安井　大樹（再） 【口腔ケア外来】 ＊兒島　由佳（再） ＊兒島　由佳（再）
　後藤　倫子（再） 　澤田　俊輔（再） 　切東　真子（再） ＊兒島　由佳（初） 　切東　真子（再） 　澤田　俊輔（再）

　後藤　倫子（再） 　澤田　俊輔（初） 　安井　大樹（再）
【口腔ケア外来】 【口腔ケア外来】 【口腔ケア外来】 　安井　大樹（初） 【口腔ケア外来】 　後藤　倫子（再）
　安井　大樹（初） 　切東　真子（初） 　後藤　倫子（初） 　切東　真子（初） 　澤田　俊輔（初） 【口腔ケア外来】
　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初）

午
後

＊兒島　由佳（再） 　安井　大樹（再） 　澤田　俊輔（再） 　後藤　倫子（再）
　切東　真子（再） 　澤田　俊輔（再） 　安井　大樹（再） 【口腔ケア外来】 ＊兒島　由佳（再）
　後藤　倫子（再） 　後藤　倫子（再） 　切東　真子（再） ＊兒島　由佳（初） 　切東　真子（再）

　澤田　俊輔（初）
【口腔ケア外来】 【口腔ケア外来】 【口腔ケア外来】 　安井　大樹（初） 【口腔ケア外来】
　安井　大樹（初） 　切東　真子（初） 　後藤　倫子（初） 　切東　真子（初） 　澤田　俊輔（初）
　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初） 　伊泊　眞央（初）
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
＊兒島　由佳 ＊兒島　由佳 ＊兒島　由佳
　澤田　俊輔 　澤田　俊輔 　澤田　俊輔

原則事前予約をお願いします
【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861 令和3年9月1日現在

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します
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皮 膚 科
内線（3700）

午
前

☆谷崎　英昭 　久米　典子 ☆谷崎　英昭 　岸本　泉 ＊山﨑　文和 　矢村　明久（3週）
　田嶋　安紀 　岸本　泉 　五影　志津 　北村　三和 　五影　志津 　山科　茉由（1週）
　北村　三和 　岡谷　真希 ＊山﨑　文和 　植木　瑶子 　大西　早百合 　岡谷　真希（1週）
　大西　早百合 　山科　茉由 　矢村　明久 　大西　早百合 　岡谷　真希 　五影　志津（3週）
【乾癬センター】 【乾癬センター】 【乾癬センター】
☆谷崎　英昭 ＊山﨑　文和 ＊山﨑　文和

午
後

【化学療法外来】 【検査・アレルギー】 【乾癬外来】 【アレルギー外来】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
　五影　志津 　岸本　泉 ＊山﨑　文和（再） 　岸本　泉 ☆谷崎　英昭
【検査・アレルギー】 ＊山﨑　文和
　岸本　泉 【皮膚外科外来】 【アトピー性皮膚炎外来】
【皮膚外科外来】 　久米　典子（再） ☆谷崎　英昭
　田嶋　安紀 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【オンライン・セカンドオピニオン外来】 ☆谷崎　英昭
☆谷崎　英昭 ＊山﨑　文和
＊山﨑　文和

形 成 外 科
内線（3700）

午
前

　光井　俊人 ＊日原　正勝 　松岡　祐貴 　益岡　弘 ☆覚道　奈津子 　木原　雅志
　岡本　茉希 【形成言語外来】 　松島　貴志（4週） 　田中　寧子 【形成言語外来】 【頭頚部乳房再建】
【形成言語外来】 　言語聴覚士 【形成言語外来】 【形成言語外来】 　言語聴覚士 ＊日原　正勝（1.3週）
　言語聴覚士 　言語聴覚士 　言語聴覚士 　高尾　胤未 【形成言語外来】

【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆覚道　奈津子

午
後

【レーザー外来】 【形成言語外来】 【形成言語外来】 【レーザー外来】 【形成言語外来】 　言語聴覚士
　竹本　剛司 　言語聴覚士 　言語聴覚士 　田中　寧子 　言語聴覚士
【形成言語外来】 【形成言語外来】
　言語聴覚士 　言語聴覚士

【小児形成外科】
　益岡　弘

放
射
線
科

放射線治療科
内線（3730）

午
前
　加藤　貴（初） 　加藤　貴（初） 　由井　緑（初） ＊中村　聡明（初） 　加藤　貴（再） 　加藤　貴（1週・初）
＊中村　聡明（再） 　吉田　麻美（再） 　由井　緑（再） 　吉田　麻美（初） 　由井　緑（3週・初）

午
後

　加藤　貴（初） 　加藤　貴（初） 　由井　緑（初） ＊中村　聡明（初） 　加藤　貴（再）
＊中村　聡明（再） 　吉田　麻美（再） 　由井　緑（再） 　吉田　麻美（初）
【セカンドオピニオン／
オンライン・セカンドオピニオン外来】
＊中村　聡明（初）

血管造影
I V R 科
核医学科
内線（3730）

午
前

【IVR外来】 ☆谷川　昇 【狩谷IVR再診】
【初診枠外来】 【胸管・リンパ管IVR】
☆谷川　昇 ☆狩谷　秀治（再）
【UAE術後再診IVR】 【オンライン・セカンドオピニオン外来】
【血管塞栓術再診IVR】 ☆狩谷　秀治
　中谷　幸（再）

午
後

【オンライン・セカンドオピニオン外来】【CVポート外来】 【セカンドオピニオン外来】
☆谷川　昇 　小野　泰之 　（診断IVR）

　丸山　拓士 ☆谷川　昇（初）

健康科学センター
内線（3587）

午
前

【心臓リハビリテーション外来】【肥満栄養指導】 【肥満外来】 【禁煙外来】 【肥満外来】 【心臓リハビリテーション】
　田中　千春（再） 　管理栄養士（再） 　髙橋　一久（再） ☆木村　穣 ☆木村　穣 　健康運動指導士（再）

【肥満外来】 【サルコペニア外来】
　髙橋　一久（再） ☆木村　穣

午
後

【心臓リハビリテーション】【サルコペニア栄養指導】【運動療法外来】 【睡眠時無呼吸外来】 【肥満カウンセリング】
　健康運動指導士（再） 　管理栄養士（再） 　健康運動指導士（再） ☆木村　穣 　公認心理士（再）

【オンライン・セカンドオピニオン外来】
☆木村　穣

痛みセンター
／ペインクリニック
内線（3740）

午
前

☆中本　達夫 【痛みセンター：ペイン】【痛みセンター：ペイン】【痛みセンター：運動器】【痛みセンター：ペイン】【痛みセンター：頭痛】
【痛みセンター：心療内科】☆中本　達夫（初） 　緒方　洪輔 ☆長谷　公隆（初） ☆大井　由美子 　神吉　理枝
　水野　泰行（初） 【オンライン・セカンドオピニオン外来】【痛みセンター：精神】 【痛みセンター：ペイン】

☆中本　達夫 　大畑　貴裕 　旭爪　章統
☆大井　由美子

午
後
☆中本　達夫 【痛みセンター：精神】 【痛みセンター：ペイン】

　大畑　貴裕 　旭爪　章統
【院内コンサル】（予約制）

診療部科名 月 火 水 木 金 土（第2.4を除く）

腎 臓 内 科
【血液浄化外来】
内線（3240）

午
前
　上田　啓子 　中東　三聖 　上田　啓子 　染矢　和則 　中野　力 　中東　三聖（1週）

＊塚口　裕康 【腹膜透析外来】 　中野　力（2.4週）
☆谷山　佳弘 　今田　崇裕（3週）

午
後

　上田　啓子 　中東　三聖 　今田　崇裕 　染矢　和則 　中野　力
＊塚口　裕康 　上田　啓子 【腹膜透析外来】 【腹膜透析外来】
【腹膜透析外来】 【腹膜透析外来】 ☆谷山　佳弘 　今田　崇裕
　中東　三聖 　今田　崇裕 　染矢　和則 　中野　力
　塚口　裕康 　上田　啓子

精 神 神 経 科
【 リ エ ゾ ン 】
内線（3680）

午
前

　長野　洋祐 　村田　知康 　許　全利 　村田　知康 　長野　洋祐
【救命科退院診察】 　柳田　知世 　大畑　貴裕
＊加藤　正樹（初）

午
後
　村田　知康 　村田　知康 　村田　知康 　大畑　貴裕 　長野　洋祐

　許　全利

麻　 酔　 科
【術前クリニック】
内線（3750）

午
前
　伊藤　明日香（1.3週）☆大井　由美子 　岩崎　光生（1.3週） 　中村　里依子 　奥　佳菜子 【無痛分娩外来】
　野々村　智子（2.4週） 　旭爪　章統（2.4週） 【無痛分娩外来】 ＊中畑　克俊

　金沢　路子
午
後
　伊藤　明日香（1.3週）☆大井　由美子 　岩崎　光生（1.3週） 　中村　里依子 ☆大井　由美子
　野々村　智子（2.4週） 　旭爪　章統（2.4週）

がんセンター
内線（3600）

午
前

【がんセンター専従医師】【がんセンター専従医師】【がんセンター専従医師】【がんセンター専従医師】【がんセンター専従医師】
＊佐竹　悠良（再） 　柴田　伸弘（再） ＊佐竹　悠良（再） ＊佐竹　悠良（再） ＊佐竹　悠良（再）
　柴田　伸弘（再） 　朴　将源（再） 　柴田　伸弘（再） 　柴田　伸弘（再） 　朴　将源（再）

　朴　将源（再）

午
後

【ゲノム外来】 【がんセンター：初診/再診】【がんセンター：初診】 【がんセンター：初診】 【がんセンター：初診】
☆倉田　宝保（1.3週）
＊佐竹　悠良（2.4週） 　柴田　伸弘（初） ＊佐竹　悠良（初） ＊佐竹　悠良（初） ＊佐竹　悠良（初）
【がんセンター：初診】 　朴　将源（再） 　柴田　伸弘（初） 　柴田　伸弘（初） 　朴　将源（初）
　柴田　伸弘（初） 　朴　将源（初） 　朴　将源（初）

緩和ケアセンター
内線（3600）

午
前

【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【身体・精神症状】
　蓮尾　英明 　蓮尾　英明 　秋山　泰士 　秋山　泰士 　蓮尾　英明
【がん相談外来】 【がん相談外来】 　村田　知康 【がん相談外来】 【がん相談外来】
　認定専門看護師 　認定専門看護師 【がん相談外来】 　認定専門看護師 　認定専門看護師

【こころのケア外来】 　認定専門看護師 【こころのケア外来】 【こころのケア外来】
　吉田臨床心理士 　吉田臨床心理士 　吉田臨床心理士

午
後

【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【身体・精神症状】 【がん相談外来】
　蓮尾　英明 　蓮尾　英明 　秋山　泰士 　蓮尾　英明 　認定専門看護師
【がん相談外来】 【がん相談外来】 【がん相談外来】 【がん相談外来】 【こころのケア外来】
　認定専門看護師 　認定専門看護師 　認定専門看護師 　認定専門看護師 　吉田臨床心理士
【リンパ浮腫外来（上肢・下肢）】【こころのケア外来】 【こころのケア外来】 【遺族・家族外来】
　認定看護師 　吉田臨床心理士 　吉田臨床心理士 　蓮尾　英明

原則事前予約をお願いします
【地域医療連携部】　TEL（072）804-2742・FAX（072）804-2861 令和3年9月1日現在

☆＝教授　＊＝准教授
（初）＝初診　（再）＝再診
（初）（再）の記載がない場合、原則どちらも診察します
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