東京クリニック2020年12月診察医師担当表
診療科

時間
AM

ペインクリニック
PM
AM
脳神経外科
PM
脊髄外来

月
宮﨑東洋
篠原 仁
宮﨑東洋
篠原 仁
森健太郎

火
宮﨑東洋(1,8,15,22)
増田 豊・武冨麻恵
(1,8,15,22)
増田 豊(1,8,15,22)
武冨麻恵(1,8,15,22)
堀 智勝(1,15,22)

ボツリヌス
神経治療外来

堀 智勝(1,15,22)
橋本卓雄(1,8,15,22)

AM

内科
総合診療科

消化器内科
内視鏡内科

呼吸器外科
呼吸器内科

循環器科
糖尿病内科
内分泌内科

PM

乳腺外来
泌尿器科
陽子線外来
放射線科

宮﨑東洋(4,18,25)
辻 和馬 (4,18,25)
後藤博美(4,18)

森健太郎(10,24)
酒井 淳(3,17)

後藤博美(4,18)

佐々木寿之(2,9,16,23)
佐々木寿之(2,9,16)

酒谷 薫(9,23)
伊藤康信(2,16)

大澤美貴雄

大澤美貴雄(1,8,15,22)

大澤美貴雄(2,9,16,23)

大澤美貴雄

稲葉佑介

北本 清(1,8,15,22)
稲葉佑介(1,15,29)
北本 清(1,8,15,22)

稲葉佑介(2,9,16,23)

奥絵美子(7,14,21)

奥絵美子(1,8,15,22)

井廻道夫(2,9,16,23)

北本 清(3,10,17,24)
稲葉佑介(3,10,17,24)
北本 清(3,10,17,24)
板橋 明・稲葉佑介
(3,10,17,24)
奥絵美子(3,10,17,24)

星野和彦

高橋吾郎(1,8,15,22)

金本栄美(2,9,16,23)

星野和彦(10,17,24)

稲葉佑介(2,9,16,23)

稲葉佑介(14,21,28)

松岡 健
原恵理子(渡航外来7)

柿沼龍太郎(3)
原恵理子(3,17,24)

原 恵理子(8,15)

中澤 誠(7,14,21,28)
衛藤義勝(7,14,21)
中澤 誠(7,14,21,28)

秋守恵子・飯塚聖子

PM
PM
AM
PM
AM

今井茂樹(7,14,21)

AM

嘉村亜希子

健診･ドック
PM

國分茂博
奥絵美子
重冨奈穂子
奥絵美子
宮元秀昭
宮元秀昭・松岡 健(11,25)

小野正博

三木伸泰・小野昌美

PM

AM

稲葉佑介(4,18)

赤沼安夫(2,9,16,23)

秋守恵子・飯塚聖子

PM
AM
AM
PM

稲葉佑介

小野正博

三木伸泰・小野昌美
三木伸泰・小野昌美

中澤 誠(1,8,22)
衛藤義勝(1,8,15,22)
藤田光江(1,8,15,22)
衛藤義勝(1,8,15,22)
藤田光江(1,8,15,22)
秋守恵子(1,8,15,22,29)
飯塚聖子(1,8,15,22)
秋守恵子(1,8,15,22)
落合和徳(1,15,22)

糖尿病内科担当医(26)
糖尿病内科担当医(26)
三木伸泰・小野昌美
三木伸泰・小野昌美
衛藤義勝(12,26)

衛藤義勝(12)
衛藤 薫(26)
秋守恵子・小西晶子
(2,9,16,23)
秋守恵子・小西晶子
(2,9,16,23)

秋守恵子・飯塚聖子
(3,10,17,24)
秋守恵子・飯塚聖子
(3,10,17,24)

秋守恵子・飯塚聖子

富里祥子(5,19)・飯塚聖子

秋守恵子・飯塚聖子
市村佳子(5)・吉田和世(19)
近藤幸尋(12)・橘 政昭(12,26)

高山香名子(5)
村上昌雄(10,24）

PM 照沼 裕･嘉村亜希子

皮膚科
形成外科
美容外科

宮武伸一(26)
中川原譲二(5)
沼澤真一(12)

原恵理子(渡航外来11,18,25 )

及川裕二(2,16)
中野雅嗣(9,23)

AM

AM

藤巻高光(12,26)・丸山隆志(12)

今井壽正(19)
大澤美貴雄

土岐 敦

腫瘍内科

整形外科

山本悌司(10,24)
水野美邦(3,10,17,24)
水野美邦(3,10,17,24)

大澤美貴雄(2,9,16,23)

小児科

婦人科

増田 豊(3,10,17,24)
中村吉孝(3,10,17,24)
森健太郎(3,10,17,24)

大澤美貴雄

PM
AM
PM
AM
PM

PM

宮﨑東洋(2,9,16,23)
増田 豊(2,9,16,23)

五十嵐久佳(2,9,16,23)

AM

AM

辻 和馬(4,18,25)

羽生春夫(2,9,16,23)

北本 清(7,21)

AM

中村吉孝(3,10,17,24)

五十嵐久佳(2,9,16,23)

PM

PM

増田 豊(2,9,16,23)

土
篠原 仁(12,26)

中川 洋(23)

水野美邦(7,28)

AM

金
宮﨑東洋(4,18,25)

佐々木寿之(2,9,16)

PM
AM

PM

木
増田 豊(3,10,17,24)

佐々木寿之(2,9,16,23)

AM

AM

水
宮﨑東洋(2,9,16,23)

酒井淳 (5)・沼澤真一(12)

河村弘庸(7,21)

PM
神経内科
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土岐 敦(1,8,15,22)

石黒達昌 (2,9,16,23)

別府保男

藤木崇史(3,10,24)

嘉村亜希子
藤木崇史(4,11,25)

藤木崇史(5,12,26)

照沼 裕(3,10,17,24)
藤木崇史(3,10,24)

照沼 裕･嘉村亜希子
藤木崇史(4,11,25)

土岐 敦･照沼 篤(12,26)

藤木崇史(3,10,24)

藤木崇史(4,11,25)
松下 隆(4)

藤木崇史(5,12,26)

武 仁
前澤眞理子

別府保男

柳原 泰(2,16)

保阪善昭(7,14,21)
保阪善昭(7,14,21)
北本 清

松村奈津子(2,9,16,23)

北本 清

志賀千鶴子 (2,9,16,23)

原恵理子(3,17,24)

重冨奈穂子

原恵理子(7)

原恵理子(8,15)･星野和彦

前澤眞理子 (2,9,16,23)

星野和彦(10,17,24)

原恵理子(11,18,25)･志賀千鶴子

星野和彦・前澤眞理子

高橋吾郎・前澤眞理子

金本栄美 (2,9,16,23)

前澤眞理子(3,10,17,24)

北本 清

北本 清

志賀千鶴子 (2,9,16,23)

原恵理子(3,17,24)

原恵理子(7)

原恵理子(8,15)･星野和彦

前澤眞理子 (2,9,16,23)

星野和彦(10,17,24)

星野和彦・前澤眞理子

高橋吾郎・前澤眞理子

金本栄美 (2,9,16,23)

前澤眞理子(3,10,17,24)

星野和彦
重冨奈穂子
原恵理子(11.18.25)
志賀千鶴子

飯島正文(3,10,17,24)

