
令和3年6月1日現在

月 火 水 木 金

浅原　敏之（第1・2）

吉玉　隆（第3・4・5）

西中川　秀太 南雲　秀樹 西中川　秀太 乾山　光子（午前） 吉峰　尚幸

乾山　光子（午前）   大場　信之　 折原　慎弥（整形外科で診察） 嵐山　真（午後） 大場　信之

肝臓外来　（吉峰　尚幸） 高橋　伸太郎 上田　基文

川嶋　萌

金井　弘次

松村　琢磨（午前） 戸島　洋一 東海林　寛樹 戸島　洋一 河野　正和（午前）

川　田（午後） 河野　正和（午前） 小野　真裕美（整形外科で診察） 伊藤　幸祐 戸島　洋一（午前）

秋元　裕人（午後）
桑原　公一郎（8時30分～） 桑原　公一郎 古賀　晋一郎 桑原　公一郎 桑原　公一郎

古賀　晋一郎（～10時） 古賀　晋一郎（8時30分～12時）※１ 安　田（８時30分～11時30分） 金澤　憲（～11時30分） 古賀　晋一郎（～11時30分）

正　井 園　田 正　井 古賀　晋一郎 正　井（～14時30分）

鈕（10時～1３時） 桑原　公一郎（12時～） 桑原　公一郎（11時30分～13時30分） 桑原　公一郎（11時30分～13時30分）

桑原　公一郎（13時～16時） 桑原　公一郎 桑原　公一郎 桑原　公一郎 桑原　公一郎(14時30分～)

古賀　晋一郎（13時～） 金澤　憲（13時～） 金澤　憲（13時～） 小島原（13時30分～） 安　田（13時30分～16時30分）

代　田 古賀　晋一郎（14時30分～）

戸島　洋一(16時～)

河野　正和（午前）※３

眞部　俊（13時～15時） 眞部　俊（13時～15時）

水野　秀明（13時～）

腎代謝内科医師（13時～13時30分）

戸島　洋一(13時30分～)

牧野　崇（14時～15時30分） 牧野　崇（15時～15時30分）

浅原　敏之 林　典行・髙橋　剛士 吉玉　隆
髙橋　剛士 中村　文紀（13：30～16：00） 林　典行

山本　武史（14時～）
浅原　敏之(第1・2)　・吉玉　隆(第3・4)

山田　智子 山田　智子 山田　智子

舩渡川　智之 柴岡　三智（発達障害外来初診） 柴岡　三智

１　診 直井　和之 直井　和之 直井　和之 直井　和之 直井　和之

２　診 津久井 山 城 津久井 山 城

１　診 直井　和之 直井　和之 直井　和之 直井　和之 遠　藤

２　診 三　森 山 城 津久井

谷澤　健太郎 小林　隆 古川　聡一

神山　博彦 　秀野　泰隆

片平　誠一郎（血管外科外来）

午　前 穴見　洋一 牧野　崇 肺結節外来

穴見　洋一

牧野　崇

金田 　陽子 金田　 陽子

金田 　陽子 金田 陽子（遺伝子外来） 金田　 陽子

１診 田代　薫 羽田　晋之介 田代　薫 羽田　晋之介

２診 浅沼　雄太 富田　善雅 楠　瀬 浅沼　雄太 富田　善雅

３診 平澤　英幸 熊谷　圭一郎 安　田 平澤　英幸 熊谷　圭一郎

４診 坂本　一晃 長谷川　圭紀 坂本　一晃 長谷川　圭紀

手・肘外科 富田　善雅・平澤　英幸・浅沼　雄太

リウマチ膠原病内科 増 岡
膝関節・スポーツ 羽田　晋之介・熊谷　圭一郎
人工関節 　

鈴木　久美子 鈴木　久美子 鈴木　久美子 鈴木　久美子

浪岡　隆洋 浪岡　隆洋 浪岡　愛 浪岡　隆洋

筋電図外来(午後) 筋電図外来(午後) 心理判定外来（全日） 義肢装具外来(午後)

浪岡　愛 浪岡　愛

　林  健 　林  健 　林  健 　林  健 　林  健

三海　瞳 三海　瞳 森須　祥子 三海　瞳 森須　祥子

大澤　幸代 大澤　幸代 大澤　幸代 金

東盛　雄政（脳内） 吉山　智美（脳外） 東盛　雄政（脳内）
寺　島（第1・3・5）（脳外）

山本　せり夏（第2・4）（午前）（脳
内）

三品　雅洋（脳内） 三品　雅洋（脳内） 駒井　侯太（脳内） 駒井　侯太（脳内） 三品　雅洋（脳内）

加藤　宏一（脳外）
山本　せり夏（午前）（脳内）

山本　せり夏（第1・3・5）
（午前）（脳内）

新井　兼司 手術日 新井　兼司 新井　兼司

栁澤　健人
星野（第1・3・5週）
大畑（第2・4週）

笠原　瑞希（第1・2週）
安斉　基之（第3・4・5週）

安斉　基之 栁澤　健人

笠原　瑞希 笠原　瑞希

松江　陽一 松江　陽一 吉田　義弘 交　代 （9時～） 臼井　健人

島袋　麻希子 吉田　義弘 島袋　麻希子 鷹　野
不妊・不育相談外来(松江) コルポ外来（吉田　義弘） 母親学級/交代 臼井　健人

臼井　健人 交　代 島袋　麻希子 鷹　野

午前 臼井　健人 臼井　健人（第1・3・5） 松江　陽一 交　代 吉田　義弘

午後 な　し

高階　博嗣 ・大澤　朋子 伊　藤（第2・4） 高階　博嗣 ・大澤　朋子・伊　藤 大澤　朋子 黄斑外来

手術日 手術日 高階　博嗣 大澤　朋子・レーザー 手術日

１　　診 細　野 中島　一鴻 藤井　正文 井　上 綱

２　　診 髙柳　博久 髙柳　博久 中島　一鴻

３　　診
藤井　正文 補聴器外来（リオネット）

１　　診 藤井　正文 藤井　正文 中島　一鴻

３　　診 中島　一鴻 補聴器外来(リオネット)

長瀬　雅則 長瀬　雅則 長瀬　雅則(午前) 長瀬　雅則 長瀬　雅則

栗林　英人 栗林　英人（午前） 栗林　英人 栗林　英人 栗林　英人

新谷　暁史 伊　藤 新谷　暁史 新谷　暁史 新谷　暁史

富田　善雅（午後） 大澤　幸代（午前） 林　健・三海　瞳 金

【整形外科】 【整形外科】 【形成外科】 【皮膚科】 【形成外科】

※オレンジ色の網掛け部分は前月から変更した箇所です。　赤字は女性医師です。

※１泌尿器科外来ブースを使用して診察します。

※２予約無しの診察も可能です。事前連絡で他曜日も診察可能です。

☆担当医師の都合により変更される場合があります。

戸島　洋一（～11時）

消化器

腎代謝 伊丹　秀作 眞部　俊 眞部　俊 眞部　俊

　　　　　　　　　　東京労災病院外来診療担当医表
診療科

内科

新　患 眞部　俊
河野　正和（～11時）

桑原　公一郎（11時～）
西中川　秀太

呼吸器

糖
尿
病
・
内
分
泌

（8時15分～11時）

 腹膜透析（CAPD）外来（予約制）

大田区アスベスト検診

禁煙外来（予約制）

循環器科
浅原　敏之 吉玉　隆

（11時～14時）

（14時～17時）

睡眠時無呼吸外来
緩和ケア外来

蛋白尿・高血圧外来（予約制）

血液内科

外　科

１　　診

２　　診

３　　診

午　　後

呼吸器外科※２
午　後

総合診療科

ペースメーカー外来(午後)

精神科
・神経科

１　　診

２　　診

小児科

午　　前

午　　後

リハ科

１　　診

２　　診

脳神経移植科（完全予約制）

皮膚科
１    診

２    診

牧野　崇

乳腺外科
午　　前

午　　後

整形外科

外来

専門外来
１３時半～１５

時

脳神経外科
・脳神経内科

８　　診 飯塚　一樹（脳外） 脳神経外科医師 加藤　宏一（脳外） 完全予約制（新患なし） 加藤　宏一（脳外）

７　　診

６　　診

形成外科

１    診

２    診

午　 後 担　当　医

専門外来

がん検診

眼　科
午　　前

　　　  　 　午 　 後（予約制）

耳鼻咽喉科

午　前

処置室

泌尿器科

１　　診

２　　診

３　　診

産婦人科

１　　診

２　　診
午　  後（１　診）

午　  後（２　診）

放射線診断科

放射線治療科（完全予約制）

傷のケア
センター

※診察は【　　】の診療科
　 外来ブースで行います。

※３事前予約が必要です。

（ご予約の相談は、呼吸器内科医師事務・松尾まで連絡してください。）

髙柳　博久（午前手術日）
中島　一鴻　（午前手術日）
藤井　正文（午前手術日）

髙柳　博久（午前手術日）
中島　一鴻（午前手術日）
藤井　正文（午前手術日）

午　後
手術日 手術日

２　　診 髙柳　博久 髙柳　博久 めまい外来

【理念】

命の輝きを共有できる病院
TEL  ０３（３７４２）７３０１（代表）

TEL  ０３（３７４２）７１２９（連携室直通）

FAX  ０３（３７４２）７３１４（連携室直通）

労働者健康安全機構 東京労災病院

東京都大田区大森南四丁目１３番２１号


