
令和4年5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 渡辺　浩二 西中川　秀太 乾山　光子（午前） 吉峰　尚幸

乾山　光子   大場　信之　 折原　慎弥（整形外科で診察） 平泉　泰翔（午後） 大場　信之

肝臓外来　（吉峰　尚幸）（13：00～） 井上　楠奈子 嵐山　真

川嶋　萌

金井　弘次

松村　琢磨（午前） 河野　正和（午前） 松村　琢磨（午前） 戸島　洋一（午前） 河野　正和（午前）

川　田（午後） 秋元　裕人（午前） 八木沢　万里江（午前）（整形外科で診察） 伊藤　幸祐（午前） 石毛　昌樹（午前）

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（～12時） 古賀　晋一郎（～９時）

土　方（９時～１２時）

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～13時30分） 桑原　公一郎（１２時～１３時３０分）

桑原　公一郎（13時～16時） 稲葉　達郎（１３時～） 桑原　公一郎（13時～） 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～） 古賀　晋一郎（14時30分～）

稲葉　達郎 古賀　晋一郎（16時～） 代　田 古賀　晋一郎（16時～） 稲葉　達郎（14時30分～）
稲葉　達郎（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）

牧野　崇（14時～15時30分） 牧野　崇（15時～15時30分）

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

鈴木　裕子（午後）（第1・3・5）

山本　武史（14時～）

浅原　敏之(第1・2)　・吉玉　隆(第3)

山田　智子 山田　智子 山田　智子

舩渡川　智之 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（第1・3・5）

１　診 直井　和之 直井　和之 直井　和之 直井　和之 遠　藤（第4）

２　診 山 城（第2・4・5）

安城　芳紀 小林　隆 野原　茂男 　秀野　泰隆

神山　博彦

午　前 穴見　洋一 牧野　崇 肺結節外来(牧野）

穴見　洋一

金田 　陽子 金田 　陽子 金田　 陽子

金田 　陽子（予約のみ） 金田 陽子（遺伝性腫瘍外来） 金田　 陽子

１診 後藤　賢司 羽田　晋之介 後藤　賢司 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 井下田　有芳 坂本　一晃 長谷川　圭紀
５診 漆原　誠　 井下田　有芳 漆原　誠　

手・肘外科
富田　善雅・平澤　英幸

浅沼　雄太・後藤　賢司・井下田　有芳
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

今井　俊輔 今井　俊輔 吉濵　絵理 吉濵　絵理 今井　俊輔

大澤　幸代 大澤　幸代 大澤　幸代 手術日

手術日

東盛　雄政（脳内） 吉山　智美（脳外） 東盛　雄政（脳内）

三品　雅洋（脳内） 三品　雅洋（脳内） 藤澤　洋輔（脳内） 山本　せり夏（脳内） 三品　雅洋（脳内）

東盛　雄政（脳内） 加藤　宏一（脳外） 東盛　雄政（脳内）

新井　兼司 手術日 新井　兼司 新井　兼司

笠原　瑞希 星　野
笠原　瑞希（第1・2週）

安斉　基之（第3・4・5週）
安斉　基之 笠原　瑞希

太田　邦明 太田　邦明 太田　邦明

太田　邦明 太田　邦明 太田　邦明

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 レーザー・検査

１　　診 金海 神山　和久 森内　亨 井　上 細　野

２　　診
髙柳　博久 髙柳　博久 神山　和久

３　　診 森内　亨 補聴器外来（リオネット）

１　　診 森内　亨 森内　亨 神山　和久

３　　診 神山　和久 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

矢ケ部　浩之 矢ケ部　浩之(午後） 矢ケ部　浩之 矢ケ部　浩之 矢ケ部　浩之

小林　玲 伊　藤 小林　玲 小林　玲 小林　玲

富田　善雅（午後） 大澤　幸代（午前） 林　健・吉濵　絵理 林　健

【整形外科】 【整形外科】 【形成外科】 【皮膚科】 【皮膚科】

※オレンジ色の網掛け部分は前月から変更した箇所で、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。

石毛　昌樹（～11時）

消化器

腎代謝高血圧 川地　慧子 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（～11：00）
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～１

５時

脳神経外科
・脳神経内科

８　　診 光樂　泰信（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

眼　科
午　　前

　　　  　 　午 　 後（予約制）

耳鼻咽喉科

午　前 髙柳　博久（午前手術日）
神山　和久　（午前手術日）

森内　亨（午前手術日）

午　後

泌尿器科

１　　診

２　　診

３　　診

産婦人科

１　　診
２　　診

がん検診

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）
神山　和久（午前手術日）
森内　亨（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

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【理念】

命の輝きを共有できる病院

【基本方針】

１ 質の高い急性期医療の実践 ４ 勤労者医療の推進と普及

２ 安全で心温かな医療の提供 ５ 職員の福利・厚生の向上

３ 地域の発展と災害医療への貢献 ６ 健全な経営基盤の確立


