
藤田医科大学病院  専門分野別外来医師一覧表

2023年5月現在

月 火 水 木 金 土

大杉　泰弘准教授（午前） 仲摩　恵美医師 高原　頌子医師　 浅井　幹一教授（午後） 寺澤　晃彦教授 救急総合内科担当医

川島　直之医師 稲熊　佳菜子医師 小出　晴香医師 初野　麻佑医師 加藤　秀隆医師

救急総合内科担当医 安達　隼輔医師 *　　　　冨永　聡医師 山本　有記医師 河野　洋介医師

*　　　　渡瀬　博子医師 *　　　神田　吉統医師

*　　　山際　暁子医師

井澤　英夫教授 原田　将英准教授 尾崎　行男教授 林　睦晴教授 山田　晶准教授 *本池　雄二医師

循環器病全般・心不全・高血圧 不整脈外来（午後） 循環器病全般・虚血性心疾患 循環器病全般・心不全・虚血性心疾患 循環器病全般・弁膜症・心不全 循環器病全般・不整脈

大槻　眞嗣教授 福井　重文准教授 簗瀬　正伸教授 成瀬　寛之教授 河合　秀樹准教授 *  　星野　直樹講師

循環器病全般 循環器内科一般・肺高血圧症・構造的心疾患（先天性心疾患）に対するカテーテル治療 循環器病全般・心不全 循環器病全般・虚血性心疾患 循環器病全般・心筋疾患・画像診断 循環器病全般・弁膜症・心不全

皿井　正義教授 越川　真行講師 石川　正人講師 原田　将英准教授 太田　秀彰医師 *　　船戸　優佑医師

循環器病全般・画像診断 循環器病・不整脈 循環器病全般・虚血性心疾患 循環器病全般・不整脈 循環器病全般・虚血性心疾患 循環器病全般・心臓リハビリ

村松　崇准教授 佐藤　嘉洋医師 循環器内科担当医 野村　佳広医師 良永　真隆医師 *循環器内科担当医

循環器病全般・虚血性心疾患 循環器病全般・画像診断 成人先天性心疾患外来 循環器病全般・不整脈 足外来 循環器病全般

野村　佳広医師 加藤　靖周医師 松脇　佑次医師

不整脈外来（午前） 心筋疾患・肺高血圧症・肺循環器障害 足外来

本池　雄二医師

不整脈外来（午前）

循環器内科担当医

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ・ICD外来（第1・2・3・4週 午後）　

今泉　和良教授 後藤　康洋講師 岡村　拓哉講師 今泉　和良教授 赤尾　謙医師 三重野　ゆうき講師

呼吸器一般・肺癌 呼吸器一般 呼吸器一般 初診外来 呼吸器一般 睡眠呼吸障害

魚津　桜子講師 相馬　智英医師 丹羽　義和医師 橋本　直純教授 堀口　智也医師 呼吸器内科担当医

呼吸器一般 呼吸器一般 呼吸器一般 呼吸器一般 呼吸器一般 初診外来

榊原　洋介医師 呼吸器内科担当医 呼吸器内科担当医 磯谷　澄都准教授 三重野　ゆうき講師 呼吸器内科担当医

睡眠呼吸障害（午後） 初診外来 初診外来 呼吸器一般・気管支喘息 禁煙外来（午後） 再診外来

呼吸器内科担当医 呼吸器内科担当医

初診外来 初診外来

長坂　光夫講師 舩坂　好平准教授 柴田　知行教授 大宮　直木教授 平山　裕講師 長坂　光夫講師

炎症性腸疾患（IBDセンター外来） 上部消化管 上部消化管 上・下部消化管/ＦＭＴ外来 下部消化管 炎症性腸疾患（IBDセンター外来）

堀口　徳之講師 中川　義仁准教授 鎌野　俊彰講師 宮原　良二教授 小山　恵司医師 山田　日向医師

上部消化管 下部消化管 下部消化管 　上部消化管 上部消化管 上部消化管

中野　尚子医師 消化器内科担当医

下部消化管 下部消化管

*　　　　　澤木　明医師

消化管腫瘍（ＧＩＳＴ）(第1・3週）

川部　直人准教授 葛谷　貞二教授 廣岡　芳樹教授 大野　栄三郎准教授 川部　直人准教授 宮地　洋平医師

肝臓 肝臓（午前） 　胆膵 　肝胆膵 肝臓 　肝胆膵

大野　栄三郎准教授 中岡　和徳講師 葛谷　貞二教授 中野　卓二医師

胆膵化学療法 　肝胆膵 肝臓 　肝胆膵

田中　浩敬講師 中岡　和徳講師

　肝胆膵 消化器腫瘍外来

三浦　康生教授 三原　圭一朗教授 冨田　章裕教授 冨田　章裕教授 入山　智沙子准教授

血液学一般（午後） 血液学一般（午前） 血液学一般 血液学一般 血液学一般

山本　秀行講師 後藤　尚絵准教授 血液内科担当医 稲熊　容子講師 美山　貴彦講師

血液学一般 血液学一般（午前） 血液学一般（午前） 血液学一般（午前） 血液学一般（午前）

山本　幸也医師 岡本　晃直講師

MPN外来/血液学一般（午前） 血液学一般（午前）

赤塚　美樹医師

血液学一般（午前）

深谷　修作准教授 安岡　秀剛教授 深谷　修作准教授 深谷　修作准教授 西野　譲講師 *　　　　澤田　茉莉加医師

リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 病診初診外来（午前・予約制） リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病

胡桃沢　芽久美医師 橋本　貴子講師 胡桃沢　芽久美医師 赤松　このみ医師 橋本　貴子講師 * 　　　　長縄　達明医師

リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病

伊藤　佑充医師 小松　八千代医師 粟生　いつ子医師 梅田　愛医師 *　　　　渡邉　奈津子医師

リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病

@　  加藤　賢一医師（午後） 伊藤　公大医師 *　　　　道祖田　直紀医師

病診初診外来（予約制） リウマチ・膠原病（午後） リウマチ・膠原病

小出　滋久准教授 髙橋　和男教授 坪井　直毅教授 長谷川　みどり教授 成宮　利幸医師 *  　　　西本　奈央医師

腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般

大山　友香子医師 腎臓内科担当医 中井　滋教授 林　宏樹准教授 湊口　俊講師 *　　 　菱沼　眞子医師

腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 CAPD外来 腎疾患一般

古田　弘貴医師 湊口　俊講師 毛受　大也医師 中島　颯之介医師 *　　　　竹内　陸医師　

腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般 腎疾患一般

成宮　利幸医師 小出　滋久准教授 吉田　浩之医師 *　　 　加藤　丈一朗医師

CAPD外来 CAPD外来 CAPD外来 腎疾患一般

植田　佐保子講師 清野　祐介准教授 平塚　いづみ講師 四馬田　恵講師 鈴木　敦詞教授 上野　慎士医師

内分泌・糖尿病（午前） 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病・骨代謝 内分泌・糖尿病

吉野　寧維医師 髙栁　武志准教授 松尾　悠志医師 *　　　　淺田　陽平医師 早川　伸樹医師 *　　　　西田　康貴医師

内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病・甲状腺 内分泌・糖尿病

中島　優華医師 蟹江　沙弓医師 内分泌内科担当医 *　　　　轟木　秀親医師 森川　理佐医師 *　　　　布施　裟智穂医師

内分泌・糖尿病（午後） 内分泌・糖尿病(午後) ＤＳＴ外来 内分泌・糖尿病 内分泌・糖尿病（午前） 内分泌・糖尿病

内分泌内科担当医 内分泌内科担当医 内分泌内科担当医 山口　健介医師 内分泌内科担当医

ＤＳＴ外来 ＤＳＴ外来 ＤＳＴ外来 内分泌・糖尿病（午後） ＤＳＴ外来

内分泌内科担当医

ＤＳＴ外来

奥村　武則講師 武地　一教授 芳野　弘講師 芳野　弘講師 武地　一教授 芳野　弘講師

もの忘れ・精神科 物忘れ外来 物忘れ外来 高齢者総合外来 高齢者総合外来 物忘れ外来

＊：隔週　＠：月１回　※：月２回　☆：月３回

救急総合内科
（内科初診外来）

循環器内科

呼吸器内科・アレルギー科

消化器内科

（消化管）

（肝胆膵）

血液内科

リウマチ・膠原病内科

腎臓内科

内分泌・代謝・糖尿病内科

認知症・高齢診療科



藤田医科大学病院  専門分野別外来医師一覧表

2023年5月現在

月 火 水 木 金 土

須田　康一教授 松岡　宏教授 松岡　宏教授 稲葉　一樹教授（午後） 宇山　一朗教授（午前） *　宇山　一朗教授（第2・4週）

花井  恒一教授 廣　純一郎准教授 升森　宏次教授 中内　雅也准教授 松岡　宏教授 稲葉　一樹教授

稲葉　一樹教授 芹澤　朗子講師 柴崎　晋准教授 廣　純一郎准教授（午前） 大塚　幸喜教授 *　柴崎　晋准教授（第1・3・5週）

大村　悠介講師 小林　陽介医師 稲熊　岳講師 鄭　栄哲講師 小出　欣和教授 鄭　栄哲講師

梅木　祐介医師 後藤　愛医師 田中　毅准教授 服部　豊医師

井上　誠司医師 鈴木　和光講師  藤田　正博医師

加藤　悠太郎教授（午前） 杉岡　篤教授（午後） 髙原　武志教授 加藤　悠太郎教授 岩間　英明医師

水本　拓也講師 内田　雄一郎講師

小島　正之講師

小児外科担当医 井上　幹大准教授 *         渡邉　俊介講師 小児外科担当医 安井　稔博講師 小児外科担当医

小児外科一般 小児外科一般 小児外科一般（第2・4週） 小児外科一般 小児外科一般 小児外科一般

*          直江　篤樹医師

小児外科一般(第1・3・5週）

高木　靖教授 前川　厚生准教授 天野　健太郎医師 高味　良行教授 高味　良行教授 心臓血管外科担当医

心臓血管 心臓血管 心臓血管 心臓血管 血管外科 心臓血管

松橋　和己医師 丹羽　若菜医師 秋田　淳年講師 山名　孝治講師

心臓血管 血管外科 心臓血管 心臓血管

櫻井　祐補医師

心臓血管（第1・2・4・5週）

@　 　　　安藤　太三医師

心臓血管（第3週）

河合　宏医師 松田　安史准教授 樋田　泰浩教授 星川　康教授 星川　康教授

呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科

鈴木　寛利医師 石沢　久遠医師 肺移植

呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科

小川　貴美雄医師 日比　八束教授 小川　貴美雄医師

内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来 内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来 内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来

富家　由美医師 富家　由美医師 横井　啓人医師

内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来 内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来 内分泌外科・甲状腺内視鏡手術外来

喜島　祐子教授 平田　宗嗣准教授 喜島　祐子教授 @     平田　宗嗣准教授

乳腺外科（午前） 乳腺外科 乳腺外科 乳腺外科（第3週）

平田　宗嗣准教授 新村　和也医師 肥後　直倫医師 @     肥後　直倫医師

乳腺外科 乳腺外科 乳腺外科 乳腺外科(第1週）

中澤　優望佳医師 @     新村　和也医師

乳腺外科(午後) 乳腺外科（第2週）

@     中澤　優望佳医師

乳腺外科（第4週）

@      乳腺外科担当医

乳腺外科(第5週)

德田　倍将医師 山下　通教医師 小出　欣和教授 臼井　正信教授 川崎　俊講師

緩和医療学（午前） 緩和医療学（午前） 緩和医療学（午前） 緩和医療学（午前） 緩和医療学（午前）

河田　健司教授 大矢　由子講師 𠮷田　淳平医師 河田　健司教授 河田　健司教授 臨床腫瘍科担当医

臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍

安藤　泰樹医師 安藤　泰樹医師 植野　さやか医師 植野　さやか医師

臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍 臨床腫瘍

吉川　哲史教授 池住　洋平准教授 伊藤　哲哉教授 吉川　哲史教授 伊藤　哲哉教授 @  　　宮田　昌史准教授

小児科一般・感染症（午前） 腎臓（午後） 小児科一般・代謝（午前） 小児科一般・感染症（午前） 代謝（午後） 新生児(第1週午前）

水野　晴夫教授 石原　尚子准教授 石原　尚子准教授 工藤　寿子教授 工藤　寿子教授 中島　陽一講師

内分泌（午後） 神経（午後） 神経 小児科一般・血液（午前） 血液（午後） 小児科一般・アレルギー （第1・2・4・5週午前） 

工藤　寿子教授 中島　陽一講師 内田　英利講師 宮田　昌史准教授 水野　晴夫教授 @　　　帽田　仁子講師

小児科一般・血液(午前) アレルギー（午前） 小児科一般・循環器（午前） 新生児(午後) 小児科一般・内分泌(午前） 新生児(第5週午前）

石原　尚子准教授 内田　英利講師 熊谷　直憲講師 齋藤　和由講師 池住　洋平准教授 @   　藤野　正之講師

神経（午前） 小児科一般・循環器（午前） 小児科一般・腎臓（午前） 小児科一般・循環器（午前） 小児科一般・腎臓（午前） 新生児（第3週午前）

田中　真己人講師 安田　泰明医師 熊谷　直憲講師 齋藤　和由講師 中島　葉子講師 @       小島　有紗医師

血液（午後） 小児科一般（午前） 腎臓（午後） 循環器（午後） 代謝（午後） 小児科一般・循環器（第2週午前）

中島　陽一講師 小澤　慶医師 藤野　正之講師 帽田　仁子講師 岡本　薫医師 @    　眞鍋　正彦医師

アレルギー（午後） 小児科一般・血液（午前） 新生児(午後) 新生児(午後) 小児科一般・アレルギー（午前） 新生児(第4週午前）

中島　葉子講師 小澤　慶医師 小児科担当医 髙尾　洋輝医師 川井　有里医師 @　　　　岡本　薫医師

小児科一般・代謝（午前） 予防接種（午後） 乳児健診（午後） 小児科一般・内分泌（午前） 新生児（午後） 小児科一般・アレルギー（第3週午前） 

小島　有紗医師 吉兼　綾美医師 *　　大久保　悠里子医師 近藤　朋実医師 土曜外来2診担当医師

循環器・成人先天性心疾患（午後） 神経（午後） アレルギー（第1・3・5週午後） 腎臓（午後） 小児科一般

*　　　　古川　源医師 *　　　杉本　えり那医師 横井　克幸医師 土曜外来3診担当医師

神経（第2・4週午後） アレルギー（第2・4週午後） 小児科一般・代謝(午前） 小児科一般

*　　　三宅　未紗医師

神経（第1・3・5週午後）

@　　　藤井　里奈医師

アレルギー（第2週午後）

@　　　松本　祐嗣医師

腎臓（第4週 午後）

＊：隔週　＠：月１回　※：月２回　☆：月３回

総合消化器外科

(消化管）

（肝胆膵）

　小児外科

　心臓血管外科

　呼吸器外科

　内分泌外科

　乳腺外科

緩和医療科

臨床腫瘍科

小児科



藤田医科大学病院  専門分野別外来医師一覧表

2023年5月現在

月 火 水 木 金 土

岩田　仲生教授 内藤　宏教授 岩田　仲生教授 内藤　宏教授 北島　剛司教授

精神科一般（午前） 精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般・睡眠障害

岸　太郎准教授 趙　岳人准教授 北島　剛司教授 趙　岳人准教授 江崎　幸生准教授

精神科一般 精神科一般（午前） 精神科一般・睡眠障害 精神科一般 精神科一般

大河内　智講師 大矢　一登講師 江崎　幸生准教授 大河内　智講師 奥村　武則講師

精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般

大矢　一登講師 佐久間　健二講師 岸　太郎准教授 伊藤　健太医師 齋藤　竹生講師

精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般

濱中　駿医師 西井　保文医師 石原　和侍医師 芦澤　琢磨医師 舟橋　孝太医師

精神科一般 精神科一般 精神科一般（午前） 精神科一般 睡眠外来

松井　佑樹医師 芦澤　琢磨医師 竹内　正樹医師 洲崎　聡医師

精神科一般 精神科一般 精神科一般 精神科一般

江崎　悠一医師 熊谷　怜子医師

睡眠障害（午後） 睡眠外来

粂　和彦医師

睡眠障害

廣瀬　真里奈医師

睡眠障害（午前）

渡辺　宏久教授 渡辺　宏久教授 水谷　泰彰講師 渡辺　宏久教授 渡辺　宏久教授 渡辺　宏久教授

パーキンソン病（午後） 脳神経内科一般 脳神経内科一般 パーキンソン病（午後） 脳神経内科一般 パーキンソン病（午前）

伊藤　瑞規准教授 村手　健一郎医師 廣田　政古医師 島　さゆり講師 植田　晃広准教授 ※     島　さゆり講師

脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般(第2・5週)

菊池　洸一医師 坂野　文彦医師 前田　利樹医師 東　篤宏医師 長尾　龍之介医師 *     石川　等真医師

脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般（第１・3週）

林　和孝医師 脳神経内科担当医 脳神経内科担当医 加藤　邦尚医師 脳神経内科担当医 @　  廣田　政古医師

脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般 脳神経内科一般(第4週)

脳神経内科担当医 脳神経内科担当医 中野　頌子医師

脳神経内科一般（午前） 脳神経内科一般（午前） 脳神経内科一般

安達　隼輔医師

脳神経内科一般

廣瀬　雄一教授 定藤　章代教授 大場　茂生准教授 廣瀬　雄一教授 大場　茂生准教授 *　　　　小嶋　大二朗医師

脳腫瘍 血管内治療 脳腫瘍 脳腫瘍 脳腫瘍 脳神経外科一般（第2・4週）

森田　功教授 西山　悠也講師 上甲　眞宏講師 武藤　淳准教授 安達　一英准教授 *　　　　中尾　一貴医師

意識障害・機能的外科 脳腫瘍・神経内視鏡・微小血管減圧術・眼窩内腫瘍 脊椎脊髄・小児脳神経 脳腫瘍・神経内視鏡 脳腫瘍・頭痛 脳神経外科一般（第1・3・5週）

安達　一英准教授 藤原　英治医師 公文　将備医師 中江　俊介講師

脳腫瘍・頭痛 脳神経外科一般 脳神経外科一般 脳腫瘍・てんかん

中原　一郎教授 松本　省二教授 盛岡　潤准教授 松本　省二教授 中原　一郎教授

脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳卒中内科治療　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳卒中内科治療　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療

長谷部　朗子医師 橋本　哲也准教授 田邉　淳講師 陶山　謙一郎講師 渡邉　定克医師

脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳卒中内科治療　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療 脳卒中・脳血管障害　脳・脊髄血管外科　脳血管内治療

栗山　恵里花医師 奥本　隆行教授 奥本　隆行教授 米田　敬講師 井上　義一准教授 谷口　悠医師

形成外科一般 形成外科一般 形成外科一般 形成外科一般・色素性疾患 唇裂・顎顔面・外鼻 形成外科一般

@ 井上　義一准教授 小島　宏美医師 尾碕　忍医師

美容・眼瞼(第1週） 形成外科一般 形成外科一般

西岡　宏医師 山内　真紀子医師

形成外科一般 形成外科一般

藤田　順之教授 河野　友祐講師 森田　充浩准教授 森田　充浩准教授 早川　和恵准教授 田中　徹講師

脊椎・脊髄疾患 上肢・肩関節 股関節・リウマチ・骨粗鬆症 股関節・リウマチ・骨粗鬆症 膝・下肢疾患・リウマチ 骨盤・下肢外傷

早川　和恵准教授 川端　走野講師 下山　哲生講師 河野　友祐講師 金子　陽介講師 黒岩　宇講師

膝・下肢疾患・リウマチ 脊椎 骨軟部腫瘍 上肢・肩関節 膝関節 上肢・手

金子　陽介講師 船橋　拓哉講師 @   　鈴木　克侍教授 下山　哲生講師 黒岩　宇講師 石村　大輔講師

膝関節 上肢・手 上肢・手(午後） 骨・軟部腫瘍 上肢・手 骨・軟部腫瘍

野尻　翔講師 @　　大塚　明世講師 黒岩　宇講師 野尻　翔講師 @　　 金治　有彦教授

膝 骨粗鬆症（午前） 上肢・手 膝 小児

佐藤　圭悟医師 立之　芳裕医師 船橋　拓哉講師

股関節 股関節 上肢・手

廣野　貴之医師 永井　聡太医師

股関節 脊椎・脊髄疾患

谷口　巧医師

股関節

武田　太樹医師 金子　慎二郎教授 *　　　　井上　辰志准教授

脊椎・脊髄疾患 脊柱変形（側弯症・後弯症） 脊椎・脊髄疾患（第2.4週）

井上　辰志准教授

脊髄腫瘍・脊髄動静脈奇形

脳卒中科

精神科

＊1　当院は児童精神科医はおりません。

＊2　2023年4月1日から土曜日の外来診療が終了となります。

脳神経内科

脳神経外科

形成外科

整形外科

脊椎外科

＊：隔週　＠：月１回　※：月２回　☆：月３回
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2023年5月現在

月 火 水 木 金 土

杉浦　一充教授 南部　昌之医師 杉浦　一充教授 岩田　洋平准教授 山北　高志講師 皮膚科担当医（交代制）

 (初診）膠原病・乾癬・遺伝性皮膚疾患  (初診）皮膚科一般・乾癬 膠原病・乾癬・遺伝性皮膚疾患  (初診）皮膚外科・乾癬  (初診）皮膚科一般・乾癬 （初診）皮膚科一般・乾癬

岩田　洋平准教授 伊藤　裕幸医師 有馬　豪准教授 有馬　豪准教授 鈴木　究医師 皮膚科担当医（交代制）

皮膚外科 皮膚科一般  (初診）皮膚外科・乾癬 皮膚外科 皮膚科一般 皮膚科一般

山北　高志講師 杉浦　美月医師 南部　昌之医師 横井　聡美医師 松島　樹里医師 皮膚科担当医（交代制）

皮膚科一般 皮膚科一般 皮膚科一般 皮膚科一般 皮膚科一般 皮膚科一般

鈴木　究医師 山田　悠人医師 松島　樹里医師 山田　友菜医師 湯浅　智子医師 皮膚科担当医（交代制）

皮膚科一般(午前) 皮膚科一般 皮膚科一般（午前） 皮膚科一般 皮膚科一般 皮膚科一般

横井　聡美医師 安田　澪奈医師

皮膚科一般 皮膚科一般

皮膚科担当医(交代制) 湯浅　智子医師

皮膚科一般（午後） 皮膚科一般（午後）

白木　良一教授 住友　誠教授 佐々木　ひと美教授 白木　良一教授 全並　賢二講師 市野　学准教授

泌尿器一般・悪性腫瘍 泌尿器一般・悪性腫瘍 女性泌尿器・腎移植・小児 泌尿器一般・悪性腫瘍 泌尿器一般 泌尿器一般・小児

佐々木　ひと美教授 高原　健准教授 住友　誠教授 高原　健准教授 竹中　政史講師 * 　　　 河合　昭浩講師

女性外来（予約制） 泌尿器一般 泌尿器一般・悪性腫瘍 泌尿器一般 泌尿器一般 泌尿器一般(第1・3週）

住友　誠教授 全並　賢二講師 @  　　　日下　守教授 市野　学准教授 中村　渉医師 元永　智績医師

泌尿器一般・悪性腫瘍 泌尿器一般 泌尿器一般・腎移植(第4週） 泌尿器一般・小児 泌尿器一般 泌尿器一般

竹中　政史講師 糠谷　拓尚医師 糠谷　拓尚医師

泌尿器一般 泌尿器一般 泌尿器一般

猿田　真庸医師

泌尿器一般

剣持　敬教授 伊藤　泰平准教授

移植 移植

伊藤　泰平准教授 栗原　啓講師

移植 移植

小林　新医師 西尾　永司教授 大脇　晶子医師 西尾　永司准教授 宮村　浩徳講師 産婦人科担当医

婦人科一般 不妊症・内視鏡手術・漢方 婦人科一般 不妊症・内視鏡手術・漢方 不妊症・内視鏡手術・遺伝 産婦人科一般

小谷　燦璃古医師 野村 弘行准教授 高田　恭平医師 伊藤　真友子医師 水野　雄介医師

婦人科一般 悪性腫瘍・内視鏡手術 婦人科一般 悪性腫瘍・内視鏡手術 婦人科一般

市川　亮子医師 山田　芙由美医師

悪性腫瘍 婦人科一般

関谷　隆夫教授 西澤　春紀教授 中島　葉月医師 関谷　隆夫教授 森山　佳則講師 産婦人科担当医

周産期・超音波診断 周産期・遺伝 産科一般 周産期・超音波診断 周産期 産科一般

三谷　武司医師 坂部　慶子医師 野田　佳照講師 成宮　由貴医師

産科一般 産科一般（午前） 周産期 産科一般

ＮＩＰＴ

周産期検査外来（午後）

堀口　正之教授 伊藤　逸毅教授 水口　忠准教授 水口　忠准教授 伊藤　逸毅教授 @ 　　　水口　忠准教授

眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.第4週）

島田　佳明教授 矢田　宏一郎講師 加藤　大輔医師 矢田　宏一郎講師 島田　佳明教授 ※　　　　鈴木　啓太講師

眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般(紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.第1・3週）

水口　忠准教授 加藤　大輔医師 小池　晃央医師 加藤　大輔医師 加藤　大輔医師 *　　　　　加藤　大輔医師

眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.第1・3・5週）

木全　正嗣医師 木全　正嗣医師 小池　絵実果医師 小池　絵実果医師 木全　正嗣医師 *　　　　木全　正嗣医師

眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.第2・4週）

清水　桃医師 小池　晃央医師 関戸　康祐医師 関戸　康祐医師 小池　晃央医師 小池　晃央医師

眼科一般(紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ） 眼科一般(紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.第1・2・4・5週））

鳥居　彰人医師 筧　清香医師 本間　知佳医師 柚木　貢医師 小池　絵実果医師 ※　　　　 筧　清香医師

眼科一般(紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ） 眼科一般（紹介患者のみ.午後） 眼科一般（紹介患者のみ.第2・3週）

*　　　　  石黒　圭司医師 本間　知佳医師 清水　桃医師 ※ 　　　  清水　桃医師

眼科一般（紹介患者のみ 第１・３週午前） 眼科一般（紹介患者のみ.午前） 眼科一般(紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.第1・5週）

* 　　　　大橋　文隆医師 髙橋　美幸医師 *　　　　　鳥居　彰人医師

眼科一般（紹介患者のみ 第1・3週.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.午前） 眼科一般（紹介患者のみ.第2・4週）

*　　　　　山﨑　俊医師 @　　　　 髙橋　美幸医師

眼科一般（紹介患者のみ.第2・4週 午前） 眼科一般（紹介患者のみ.第5週）

　*　毎週月～土曜日の眼科診療は紹介状お持ちの初診患者さんのみ（緊急、一部予約の方を除きます）とさせていただきます。

吉岡　哲志准教授 楯谷　一郎教授 堀　龍介准教授 加藤　久幸教授 岡野　高之教授 田邉　陽介医師

耳管機能・画像・内視鏡下耳科手術センター 頭頸部腫瘍・咽喉頭疾患・音声・頭頸部・甲状腺内視鏡手術センター 耳疾患・頭頸部腫瘍・内視鏡下耳科手術センター 頭頸部腫瘍 耳鼻咽喉科一般 耳鼻咽喉科一般

岩田　義弘講師 加藤　久幸教授 森　茂彰医師 堀　龍介准教授 岩田　義弘講師 森　茂彰医師

音声・発声障害・喉頭・嚥下 頭頸部腫瘍 耳鼻咽喉科一般 耳疾患・頭頸部腫瘍・内視鏡下耳科手術センター 音声・発声障害 耳鼻咽喉科一般

岩元　翔吾医師 岩元　翔吾医師 日江井　裕介医師 吉岡　哲志准教授 金子　政道医師 高津　裕太医師

耳鼻咽喉科一般 耳鼻咽喉科一般 頭頸部腫瘍 耳管機能・画像・内視鏡下耳科手術センター 耳鼻咽喉科一般 耳鼻咽喉科一般

日江井　裕介医師 田邉　陽介医師 九鬼　伴樹医師 九鬼　伴樹医師

頭頸部腫瘍 耳鼻咽喉科一般 耳鼻咽喉科一般 耳鼻咽喉科一般

金子　政道医師 三村　英也医師 亀島　真由佳医師

耳鼻咽喉科一般 嗅覚・味覚障害・鼻アレルギー 耳鼻咽喉科一般

@   堀部　晴司医師

耳鼻咽喉科一般

林　真也教授 林　真也教授 林　真也教授 林　真也教授 林　真也教授

放射線治療 放射線治療 放射線治療 放射線治療 放射線治療

伊藤　文隆講師 伊藤　文隆講師 伊藤　正之講師 伊藤　文隆講師 伊藤　文隆講師

放射線治療 放射線治療 放射線治療 放射線治療 放射線治療

伊藤　正之講師 伊藤　正之講師 高橋　和也医師 伊藤　正之講師

放射線治療 放射線治療 放射線治療 放射線治療

高橋　和也医師 高橋　和也医師 高橋　和也医師

放射線治療 放射線治療 放射線治療

外山　宏教授 外山　宏教授 外山　宏教授 外山　宏教授 外山　宏教授 外山　宏教授

核医学診断・治療 核医学診断・治療 核医学診断・治療 核医学診断・治療 核医学診断・治療 核医学診断・治療

小林　茂樹教授（午後）

核医学診断・治療

〇　放　射　線　治　療　室

皮膚科

泌尿器科

臓器移植科

産科・婦人科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

放射線科

放射線科  

〇　Ｒ　Ｉ

＊：隔週　＠：月１回　※：月２回　☆：月３回



藤田医科大学病院  専門分野別外来医師一覧表

2023年5月現在

月 火 水 木 金 土

小野木　啓子教授 尾関　恩准教授 太田　喜久夫教授 大高　洋平教授 小野木　啓子教授 ☆　　　柴田　斉子准教授

リハ一般・神経筋疾患（午後） リハ一般・リンパ浮腫 リハ一般・高次脳機能障害 リハ一般・脳血管障害（午前） リハ一般・脳血管障害 リハ一般・脳血管障害（第2・3・4週）

福島　立盛医師 當山　峰道講師 小野木　啓子教授 柴田　斉子准教授 西脇　大雅医師 ※　　　　尾関　恩准教授

リハ一般・脳血管障害 リハ一般・脳血管障害 リハ一般・小児リハビリ リハ一般・摂食嚥下障害（午後） リハ一般・脳血管障害 リハ一般・脳血管障害（第1・5週）

和田　義敬医師 戸田　芙美講師 名倉　宏高医師 平野　哲准教授 名倉　宏高医師

リハ一般・脳血管障害 リハ一般・神経筋疾患（午後） リハ一般・脳血管障害 リハ一般・脊髄損傷 リハ一般・脳血管障害（第1・2・3・5週）

木曽　昭史医師 水野　江美医師 加賀谷　斉医師 大沢　愛子准教授 *　　　　近藤　和泉医師

リハ一般・脳血管障害 リハ一般・脳血管障害 痙縮(午後) リハ一般・脳血管障害 小児リハビリ(第2・4週午後）

名倉　宏高医師 @　　　　小口　和代医師

リハ一般・脳血管障害 リハ一般・摂食嚥下障害（第4週）

新居　憲医師 柴田　純平教授 福島　美奈子医師 新居　憲医師 小川　慧医師

ペイン全般 ペイン全般 ペイン全般 ペイン全般 ペイン全般

吉田　光由教授 吉田　光由教授 吉田　光由教授 吉田　光由教授 吉田　光由教授 *     　金　珉廷歯科医師

歯科（午後） 歯科 歯科 歯科 歯科 歯科（第1・3・5週）

岡本　美英子歯科医師 金森　大輔講師 関本　愉歯科医師 椎名　哲郎歯科医師 岡本　美英子歯科医師 @     椎名　哲郎歯科医師

歯科 歯科 歯科 歯科 歯科 歯科(第2週）

金　珉廷歯科医師 田母神　菜帆歯科医師 @　  田母神　菜帆歯科医師

歯科（午前） 歯科 歯科（第4週）

中島　康経歯科医師 佐藤　公治准教授 相澤　貴子講師 *       佐藤　公治准教授 佐藤　公治准教授 ☆　      小林　義和講師

口腔外科 口蓋裂・顎関節 口蓋裂・口腔外科 口蓋裂(第1・3週） 口蓋裂・顎関節 口腔外科（第1・2・3週）

田母神　菜帆歯科医師 近石　壮登歯科医師 中島　康経歯科医師 相澤　貴子講師 小林　義和講師 中島　康経歯科医師

口腔外科 口腔外科 口腔外科 口蓋裂・口腔外科 口腔外科 口腔外科

椎名　哲郎歯科医師 小林　義和講師 *　   　金　珉廷歯科医師

口腔外科 口蓋裂・口腔外科 口腔外科（第2・4週）

金　珉廷歯科医師 ☆   　椎名　哲郎歯科医師

口腔外科 口腔外科(第1・3・4週）

☆ 　田母神　菜帆歯科医師

口腔外科（第1・2・3週）

近藤　俊講師 近藤　俊講師 近藤　俊講師 近藤　俊講師 近藤　俊講師

小児歯科・矯正歯科・口唇口蓋裂 小児歯科・矯正歯科・口唇口蓋裂 睡眠呼吸障害 小児歯科・矯正歯科・口唇口蓋裂 小児歯科・矯正歯科・口唇口蓋裂

佐野　祥美歯科医師 佐野　祥美歯科医師 佐野　祥美歯科医師 佐野　祥美歯科医師 佐野　祥美歯科医師

小児歯科・口唇口蓋裂 小児歯科・口唇口蓋裂 睡眠呼吸障害 小児歯科・口唇口蓋裂 小児歯科・口唇口蓋裂

藤田医科大学病院

○愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８         ○医療連携福祉相談部　地域連携室

    　ＴＥＬ（０５６２）９３－２１１１（代表）            ＴＥＬ（０５６２）９３－２９９５（直通）

○診療受付時間 ８：１５～１１：３０            ＦＡＸ（０５６２）９３－３６６６

○休診日　　　日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

麻酔科ペインクリニック外来

歯科口腔外科
小児・矯正歯科

＊：隔週　＠：月１回　※：月２回　☆：月３回

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科


