
丸の内病院 外来診療ご案内 （平成28年10月1日）
月 火 水 木 金 土 備考 受付時間

五味　英一 山田　愛子（信大） 山本　香織 櫻井　俊平 五味　英一　 中辻　良幸 午前　８：００～１１：００
（呼吸器・糖尿病） （腎臓内科） （消化器） （循環器） （禁煙・睡眠時無呼吸外来） （消化器）第1 午後　１２：００～５：００

第1・2・3 山本　洋(信大）
堀内　俊道(信大) 西村　仁志（信大） 宮腰　若菜（信大） 小林　信光（信大） （呼吸器）　第1・3

(呼吸器) （循環器）～12：00 (糖尿病・内分泌代謝） （呼吸器）第1・3 山本　香織
　 三枝　達也（信大） （消化器）第2 外来完全予約制 ＊診療は午前９：００～　　

正印　航(信大) 立石　一成（信大） （循環器） 五味　英一 当日予約はできません 　　　　午後２：００～となります
（循環器）～12：00 （呼吸器）第2・4 （呼吸器・糖尿病）第2・4

　
清水　幹夫
佐々木　亮 五味　英一

清水　幹夫 清水　幹夫 佐藤　忍 /中辻　良幸 佐藤　忍第3休診 ＜午前のみ＞
中辻　良幸 柴　祐司（信大） 五味　英一 五味　英一 持留　智昭(信大) 　休診　土曜日午後・日・祝
（消化器） （循環器）～16：30 （呼吸器・糖尿病） （呼吸器・糖尿病） （循環器） 　　　　正月（12／30～１／3）
櫻井　俊平 　近藤　恭史（信大） 中辻　良幸
(循環器) （神経内科）第4休診 （消化器）

江澤　直樹(信大) 阿部秀年(協立)完全予約 櫻井　俊平
（神経内科） (循環器)14：30～ (循環器)PMC　

 予約専用電話
　清水　幹夫 清水　幹夫第4休診 佐藤　忍　 清水　幹夫第4休診

形成外科 ― 信大医師交代 ― ― ― 直通電話０２６３－２８－３０２０
佐藤　篤第1・5休診 五十嵐　淳 佐藤　篤 五十嵐　淳 石曽根　新八 石曽根　新八　第1 　平日：午前9：00～午後5：00

5 （一般） （乳腺外来・一般） （一般） （小児外科） 五十嵐　淳　第3 　土曜：午前9：00～午後1：00
石曽根　新八 石曽根　新八 石曽根新八10：00～ 佐藤　篤　　第4
（小児外科） （小児外科） （小児外科）

＜午前のみ＞ 外来完全予約制 ＊当日予約はできません
佐藤　篤第1・5休診 佐藤　篤 当日予約はできません

（乳腺外来） （乳腺外来）（完全予約）
（完全予約） 五十嵐　淳（一般）

山本　知子 石曽根　新八 地域医療連携室
― （小児外科） （小児外科）

直通電話:０２６３－２８－３０１０
  平日：午前9：00～午後6：00
  土曜：午前9：00～午後1：00

直通FAX:０２６３－２８－３０１１
松木　寛之 森岡　進 中土　幸男 縄田　昌司 中土　幸男第1休診 片桐　佳樹（下肢）第2

上肢（新患・紹介） 下肢（新患） 上肢（予約） 下肢（予約・紹介） 上肢（予約） 林 正徳（一般）第3 水・木・金 完全予約制 ＊紹介状をお持ちの方専用となります
大柴　弘行 百瀬　敏充 百瀬　敏充第3休診 信大医師/交代（脊椎）

下肢（新患） 上肢(予約） 上肢(予約） 第1・5休診 当日予約はできません
前田　隆 森岡　進 予約なし受付は

下肢（新患） （予約・乳児股関節検診） 午前9：00まで
二木　俊匡 （月・火）
（脊椎） ＜午前のみ＞

中土　幸男 縄田　昌司 中土　幸男 縄田　昌司 松木　寛之第1休診
上肢（予約） 下肢（予約・紹介） 上肢（紹介・検査） 下肢（予約・紹介） 上肢（予約） ＊当日の受付・診療

スポーツ外来 変更がありますの
松木　寛之第 百瀬　能成第2休診 前田　隆 でご了承ください

上肢（予約・検査） 森岡　進 下肢一般（予約・紹介） 下肢（予約） 百瀬　能成第2休診
大柴　弘行 下肢（予約） 下肢（一般）

下肢（予約） （スポーツ外来）
山﨑　秀 高梨　哲生 山﨑　秀 山﨑　秀 山﨑　秀 高梨　哲生　第1・3

山﨑　秀　第2・4
高梨　哲生 高梨　哲生

（新患）10:30～ 岸田　大（信大） 中村　幸男（信大）
舟久保　ゆう 第3

第1・3 ＜午前のみ＞ 新患完全予約制
山﨑　秀 山﨑　秀 高梨　哲生 山﨑　秀 高梨　哲生第4休診 当日予約はできません

（新患）15:00～ 15：00～ （新患） 土曜日午前のみ
15：00～

高梨　哲生 高梨　哲生
15:00～ (新患) 岸田　大（信大） 中村　幸男（信大）

15：30～ 第3
北村　文明 清澤　恵未 吉田　順子　 北村　文明 林　晶子 医師交代第5休診

(一ヶ月健診） ＜午前のみ＞
清澤　恵未 北村　文明 林　晶子 吉田　順子 信大医師 信大医師（交代）第5休診

＜午前のみ＞ 完全予約制
吉田　順子 　　　　中村　正雄 清澤　恵未 小谷　俊郎　第1・3 中村　正雄 当日予約はできません

吉田　順子　第2 第4休診
検査（コルポ）第5休診 検査（コルポ） 林　晶子　第4

ワクチン
清澤　恵未 ― 北村　文明 林　晶子

第4休診
五十嵐　淳 山本　香織 中辻　良幸 中辻　良幸 佐藤　篤

胃カメラ（外科） 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ(外科)
山本　香織 五十嵐　淳 山本　香織 山本　香織 当日予約はできません
大腸カメラ 大腸カメラ(外科) 治療 大腸カメラ
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