
名古屋大学医学部附属病院 外　来　診　療　科　担　当　医　師　一　覧　表　① ℡　０５２－７４１－２１１１(代表) 令和4年6月1日現在

医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野

1 岸本　祥之（1・3週）/蛭薙　智紀（2・4週） 脳卒中・神経変性疾患 平山　正昭 自律神経疾患、てんかん、パーキンソン病 井口　洋平 脳卒中、神経変性疾患 村上　あゆ香 脳卒中、神経変性疾患 小池　春樹 末梢神経疾患、神経変性疾患

2 原　一洋 脳卒中、神経変性疾患 飯田　円 脳卒中、神経変性疾患 山田　晋一郎 脳卒中、神経変性疾患 勝野　雅央（午前）/辻河　高陽（午後） 神経変性疾患、球脊髄性筋萎縮症 鈴木　将史 自律神経疾患、てんかん、パーキンソン病

3 坪井　崇 脳卒中、神経変性疾患 深見　祐樹 末梢神経疾患、神経変性疾患 横井　聡 脳卒中、神経変性疾患 天草　善信 脳卒中、神経変性疾患 伊藤　大輔 脳卒中、神経変性疾患

4 小池　春樹(完全予約制)（再診のみ） 末梢神経疾患、神経変性疾患 佐橋　健太郎(完全予約制)（再診のみ） 脳卒中、神経変性疾患 坪井　崇(午前、完全予約制)（再診のみ） 脳卒中、神経変性疾患 原　一洋(完全予約制)（再診のみ） 脳卒中、神経変性疾患 井口　洋平(完全予約制)（再診のみ） 脳卒中、神経変性疾患

5 担当医(午後) 老年認知症初診 鈴木　裕介 老年医学、認知症

6 渡邊　一久 老年医学、認知症、老年糖尿病 鈴木　裕介 老年医学、認知症 梅垣　宏行 老年医学、認知症、老年糖尿病 金　聖泰 老年医学、認知症 山田　洋介 老年医学、認知症

7 梅垣　宏行 老年医学、認知症 長永　真明 老年医学、認知症 小宮　仁 老年医学、認知症 林　登志雄 老年医学、認知症、糖尿、脂質異常

8(初診) 高見　徳人 初診、腎臓病 田中　章仁 初診、腎臓病、腎移植 立枩　良崇 初診、腎臓病、腎移植 安田　和史 初診、腎臓病、膠原病 関谷　由夏 初診、腎臓病、膠原病

8 金　恒秀 腎臓病、腹膜透析 水野　正司 腎臓病、腹膜透析 鈴木　康弘 腎臓病、腹膜透析 金　恒秀 腎臓病、腹膜透析 鈴木　康弘 腎臓病、腹膜透析

9 加藤　佐和子 腎臓病、CKD 丸山　彰一 腎臓病、腎移植 前田　佳哉輔 腎臓病、膠原病 鈴木　康弘 腎臓病、腹膜透析 佐藤　由香 腎臓病、膠原病

10 水野　正司 腎臓病、腹膜透析 安田　宜成 腎臓病、CKD 齋藤　尚二 腎臓病、腎移植 小杉　智規 腎臓病、膠原病 加藤　規利 腎臓病、多発性嚢胞腎

11 室原　豊明 循環器 辻　幸臣 循環器 柴田　玲 循環器 国枝　武茂 循環器 清水　優樹 循環器

12 大橋　浩二 循環器 永田　浩三 循環器 足立　史郎 循環器 中野　嘉久 循環器 奥村　貴裕 循環器

13 下條　将史 循環器 柳澤　哲 循環器 鶴見　尚樹 循環器 森本　竜太 循環器 大内　乗有 循環器

14 田中　一大 呼吸器 若原　恵子 呼吸器 佐藤　和秀 呼吸器 長谷　哲成 呼吸器 森瀬　昌宏 呼吸器

15 森瀬　昌宏 呼吸器 石井　誠 呼吸器 進藤　有一郎 呼吸器 橋本　直純 呼吸器 若原　恵子 呼吸器

16 阪本　考司 呼吸器 松井　利憲 呼吸器 岡地　祥太郎 呼吸器 川部　勤/佐藤　光夫 呼吸器 進藤　有一郎 呼吸器

17 古澤　健司 循環器 平岩　宏章 循環器 坂東　泰子 循環器 竹藤　幹人 循環器 田中　哲人 循環器

18 因田　恭也 循環器 須賀　一将 循環器 因田　恭也 循環器 加藤　勝洋 循環器 渡邊　諒 循環器

19 山上　綾菜 内分泌・糖尿病・代謝 萩原　大輔 内分泌・糖尿病・代謝 石黒　文菜 内分泌・糖尿病・代謝 村瀨　萌絵 内分泌・糖尿病・代謝 萩原　大輔 内分泌・糖尿病・代謝

20 杉山　摩利子 内分泌・糖尿病・代謝 小林　朋子 内分泌・糖尿病・代謝 尾上　剛史 内分泌・糖尿病・代謝 有馬　寛 内分泌・糖尿病・代謝 杉山　摩利子 内分泌・糖尿病・代謝

21 木下　珠希 内分泌・糖尿病・代謝 坂野　僚一 内分泌・糖尿病・代謝 川口　頌平 内分泌・糖尿病・代謝 宮田　崇 内分泌・糖尿病・代謝 安田　康紀 内分泌・糖尿病・代謝

22 伊藤　雅晃 内分泌・糖尿病・代謝 安田　康紀 内分泌・糖尿病・代謝 半田　朋子 内分泌・糖尿病・代謝 三輪田　勤 内分泌・糖尿病・代謝 大塚　晴佳 内分泌・糖尿病・代謝

23 須賀　英隆 内分泌・糖尿病・代謝 廣瀬　友矩 内分泌・糖尿病・代謝 岩間　信太郎 内分泌・糖尿病・代謝 岩間　信太郎 内分泌・糖尿病・代謝 須賀　英隆 内分泌・糖尿病・代謝

24 武藤　久哲 肝臓 石上　雅敏 肝臓 山本　健太 肝臓 石川　哲也/（1週のみ）武藤　久哲 肝臓 伊藤　隆徳/（1週のみ）水野　和幸 肝臓

25 今井　則博 肝臓 石津　洋二 肝臓 本多　隆/（5週10：00～のみ）伊藤　隆徳 肝臓 本多　隆 肝臓 石上　雅敏 肝臓

26 前田　啓子 消化管 室井　航一 消化管 伊藤　信仁 消化管 古川　和宏/（2週のみ）柴田　寛幸 消化管 鈴木　孝弘 消化管

27 廣瀬　崇 消化管 中村　正直 消化管 大野　栄三郎 胆道、膵臓 石川　卓哉 胆道、膵臓 石川　恵里 消化管

28 水谷　泰之 胆道、膵臓 川嶋　啓揮 胆道、膵臓 山村　健史 消化管 澤田　つな騎 消化管 植月　康太 胆道、膵臓

30 鈴木　伸明 血液疾患･凝固外来 中島　麻梨絵 血液疾患 担当医 移植後フォローアップ外来 寺倉　精太郎 血液疾患 葉名尻　良 血液疾患

31 村田　誠 血液疾患 石川　裕一 血液疾患 島田　和之 血液疾患 満間　綾子 血液疾患 早川　文彦 血液疾患

32 清井　仁 血液疾患 鈴木　伸明 血液疾患･凝固外来 松下　正 血液疾患･凝固外来 古川　勝也 血液疾患 牛島　洋子 血液疾患

33 担当医 血友病外来 担当医 血液内科一般外来 担当医 特殊薬物治療外来 担当医 移植ドナー外来

34 兵藤　良太 ＩＶＲ 松島　正哉 ＩＶＲ 加藤　克彦 甲状腺、RI、PET 駒田　智大 ＩＶＲ

35 岩野　信吾 甲状腺、内照射 伊藤　信嗣 甲状腺、内照射

36 担当医 画像診断 担当医 画像診断 担当医 画像診断 担当医 画像診断 担当医 画像診断

1(初診) 曾根　三千彦 真珠腫、慢性中耳炎、耳硬化症、人工内耳 向山　宣昭 腫瘍・嚥下障害 吉田　忠雄 難聴、真珠腫、慢性中耳炎、人工内耳 西尾　直樹 腫瘍 杉本　賢文 難聴、めまい、人工内耳

2
3 齋藤　研(午前) 一般 西尾　直樹 腫瘍(完全予約制) 曾根　三千彦(午前)/小林万純（午後） 難聴 和田　明久 腫瘍(完全予約制) 稲垣　計 一般/再来(完全予約制)

4 原　千尋 一般 和田　明久 腫瘍(完全予約制) 向山　宣昭（午前） 腫瘍(完全予約制) 重山　真由 一般/再来(完全予約制)

5 稲垣　計(午後) 鼻疾患(完全予約制) 茂木　綾（午後） ABR（完全予約制） 茂木　綾 （午後） 補聴器（完全予約制）

6 吉田　忠雄(午後) 難聴・人工内耳(完全予約制)

前庭室 片山　直美 前庭機能

1 夏目　淳 神経 髙橋　義行 血液・腫瘍 夏目　淳 神経 伊藤　祐史 神経 髙橋　義行 血液・腫瘍

2 佐藤　義朗 新生児 早川　昌弘 新生児 村松　友佳子 新生児 早川　昌弘 新生児 八田　容理子(1・3週) 内分泌

3 成田　肇 神経 若松　学 血液・腫瘍 山本　啓之 神経 谷口　理恵子 血液・腫瘍

4 城所　博之 神経 村松　秀城 免疫･血液 中田　智彦 神経 川田　潤一 ウイルス

5 加藤　太一 循環器 【小児外科】 初診外来担当医 一般、内視鏡、腫瘍 鈴木　高子 ウイルス 鈴木　高子 ウイルス

6 城田　千代栄(1･3･5週)/牧田　智(2･4週) 一般 内田　広夫 内視鏡、新生児、腫瘍、肝胆膵 担当医 胆道系専門外来 住田　亙 一般

7 川田　潤一 一般 担当医 一般 城所　博之 一般 山本　英範 一般 深澤　佳絵 一般

8 村松 友佳子(2週以外)/水野 誠司(2週) 染色体 成田　敦 血液・腫瘍

3～5 担当医 再診 担当医 再診 担当医 再診 担当医 再診 担当医 再診

6 鳥居　洋太 老年精神医学、認知症 稲田　俊也 統合失調症、気分障害 山本　真江里 統合失調症、気分障害 木村　大樹 精神科一般

7 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診

8 岩本　邦弘 統合失調症、気分障害 德倉　達也 気分障害、リエゾン 古橋　忠晃 再診

9 藤城弘樹 老年精神医学 木村　宏之 気分障害、統合失調症、リエゾン 小笠原　一能 気分障害 木村　宏之 特殊外来

10 尾崎　紀夫 統合失調症、気分障害 今枝　美穂 精神腫瘍学、リエゾン 担当医 再診 担当医 再診 立花　昌子 精神科一般

11 加藤　秀一 初診、児童精神医学 担当医 児童精神医学 加藤　秀一 児童精神医学

12 高橋　長秀 初診、児童精神医学 高橋　長秀 神経発達症群 名和　佳弘 児童精神医学 名和　佳弘 初診、児童精神医学

13 野邑　健二（午後） 神経発達症群 久島　周 精神科一般

1 内藤　顕人 総合診療 高橋　徳幸 総合診療 錦織　宏 総合診療 佐藤　寿一 漢方外来 森　啓悦 総合診療

2 佐藤　寿一 総合診療 佐藤　元紀 総合診療 宮崎　景 総合診療 内藤　顕人 漢方外来

3 野原　冠吾 総合診療 安藤　友一 総合診療 近藤　猛 総合診療

4
5

中診1階 杉下　美保子/坪井　理恵 緩和(完全予約制) 杉下　美保子 緩和(完全予約制) 坪井　理恵 緩和(完全予約制) 杉下　美保子/坪井　理恵 緩和(完全予約制) 杉下　美保子/坪井　理恵 緩和(完全予約制)

中診B1階 石原　俊一(午前） 放射線治療 石原　俊一(午前） 放射線治療 石原　俊一 放射線治療 石原　俊一 放射線治療 石原　俊一（午後） 放射線治療

中診B1階 川村　麻里子 放射線治療 川村　麻里子(午後） 放射線治療 川村　麻里子(午後） 放射線治療 川村　麻里子（午後） 放射線治療 川村　麻里子 放射線治療

中診B1階 奥村　真之 放射線治療 髙瀬　裕樹 放射線治療 高瀬　裕樹（午後）／奥村　真之(午前） 放射線治療 髙瀬　裕樹 放射線治療 髙瀬　裕樹（午前） 放射線治療

中診B1階 大家　祐実（午後） 放射線治療 大家　祐実 放射線治療 大家　祐実 放射線治療 奥村　真之(午前） 放射線治療 奥村　真之／大家　祐実（午後） 放射線治療

中診B1階 香西　由加／小野　玉美 放射線治療 香西　由加 放射線治療 香西　由加（午前）／小野　玉美（午後） 放射線治療 大家　祐実 放射線治療 香西　由加／小野　玉美 放射線治療

中診B1階 中原　理絵（午前） 放射線治療 青木　すみれ/進藤由里香（午前） 放射線治療 長井　尚哉（午後） 放射線治療 香西　由加（午後）／小野　玉美 放射線治療 安井　遼太郎 放射線治療
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医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野 医師名 専門分野

1 松下　雅樹 小児整形 関　泰輔 股関節 今釜　史郎 一般 今釜　史郎 脊椎・脊髄、側弯症

2 三島　健一 小児整形 西田　佳弘 腫瘍 小嶋　俊久 一般 大羽　宏樹 膝肩 小嶋　俊久 リウマチ

3 神谷　庸成 小児整形 小池　宏 腫瘍 森下　和朗(1･3週) 脊椎 寺部　健哉 リウマチ

4 伊藤　鑑 腫瘍 浅井　秀司 一般 水野　隆文 膝肩 浅井　秀司 リウマチ

5 浦川　浩 腫瘍 石塚　真哉(午後) 膝肩 鈴木　望人 リウマチ

6 栗本　秀 手の外科 伊藤　定之（2・4週）/大内田　隼（1・3週） 脊椎

7 竹上　靖彦(2・3･4･5週) 股関節 羽賀　貴博 膝肩 大橋　禎史 リウマチ

8 竹本　元大(1･2・3・5週)/加藤　大策(１・2・4週） 股関節 松下　雅樹 一般 栗山　香菜恵 膝肩 前田　真祟 リウマチ

9 大澤　郁介(1･3･4･5週) 股関節 三島　健一 一般 坂口　健史 膝肩 岸本　賢治 リウマチ

10 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診 担当医 初診

11 佐伯　将臣 手の外科 生田　国大 腫瘍 徳武　克浩 手の外科 中島　宏彰(2･4週)/富田　浩之(1･3週) 脊椎 紀平　大介 リウマチ

12 岩月　克之 手の外科 酒井　智久 腫瘍 岩月　克之 一般 町野　正明(1･3週)/世木　直喜(2･4週) 脊椎 建部　将広 手の外科

13 山本　美知郎 手の外科 村山　敦彦 手の外科 米田　英正 手の外科 佐伯　総太 手の外科

1 前澤　聡 機能的脳手術･てんかん外科 西堀　正洋 脳血管内手術 水野　正明(午前) 先端医療 齋藤　竜太 脳腫瘍(良性・悪性) 西村　由介 脊椎・脊髄疾患、機能的脳手術

2 本村　和也 脳腫瘍(良性・悪性) 永田　雄一 一般、下垂体腫瘍、神経内視鏡手術 大岡　史治 脳腫瘍、遺伝子・再生医療 泉　孝嗣 脳血管内手術 種井　隆文 難治性疼痛

3 竹内　和人 下垂体腫瘍、神経内視鏡手術 金森　史哲 一般・脳血管障害 伊藤　英治 良性腫瘍、頭蓋底腫瘍 横山　欣也 一般、脳血管障害 永島　吉孝 脊椎・脊髄疾患

4 石﨑　友崇 一般・機能的脳手術･てんかん外科 後藤　峻作 一般・脳血管内手術

1 西口　康二 網膜・網膜変性（初診） 兼子　裕規 網膜・糖尿病・血管閉塞（初診） 岡戸　聡志 網膜（初診） 牛田　宏昭 網膜・ぶどう膜（初診）

2 野々部　典枝 網膜・小児眼科 兼子　裕規（午後） 網膜・糖尿病・血管閉塞

3 牛田　宏昭 網膜・ぶどう膜炎 川瀬　和秀/冨田　遼（午前） 緑内障 野々部　典枝(午後） 網膜・小児眼科(初診）

4 武内　潤 網膜・黄斑（初診） 早川　史織（午前） 緑内障 稲富　勉（1・3週午後）平野　耕治（2・4週午後）/太田　光角膜

5 鈴村　文那 糖尿病・血管閉塞（初診） 安間　哲宏（午後） ぶどう膜 小柳　俊人 網膜変性 冨田　遼 緑内障（初診）

6 小南　太郎（午後） 網膜変性 中村　光一 黄斑（初診） 佐治木　愛 黄斑 武内　潤 黄斑（初診） 佐藤　美帆 コンタクトレンズ

7 太田　光 黄斑（初診） 大岩　寛人 網膜 中野　友哉子 黄斑（初診） 太田　淳也（午後） 網膜

8 太田　光 黄斑 杢野　久美子（予約制、午後） 色覚 山口　克弥（午後） 緑内障

斜視 高井　佳子/岩田　恵美/岩瀬　千絵/安田　小百合 斜視弱視 倉知　隆/田中　有理（2・4週午後） 神経眼科

検査室4 等々力　崇仁 黄斑 鈴村　文那 ぶどう膜 中野　友哉子 黄斑（初診）・PDT

1 【消化器外科一】 小倉　淳司 大腸･骨盤、消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 小寺　泰弘/担当医 胃、大腸、消化管、内視鏡外科/IBD外科 【消化器外科一】 上原　圭 大腸・骨盤、消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 中山　吾郎/担当医 大腸、骨盤、炎症性腸疾患、内視鏡外科、ロボット手術 【消化器外科一】 尾上　俊介 肝・胆・膵・消化管、内視鏡外科

2 【消化器外科一】 山口　淳平 肝・胆・膵・消化管 【消化器外科二】 服部　憲史/担当医 大腸、肛門、炎症性腸疾患、内視鏡外科 【消化器外科一】 伊神　剛 肝・胆・膵・消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 担当医/担当医 大腸/IBD内科 【消化器外科一】 杉田　静紀 食道・胃・大腸、内視鏡外科

3 【消化器外科一】 水野　隆史 肝・胆・膵・消化管、内視鏡外科 【呼吸器外科】 福本　紘一 肺、縦隔、胸壁 【血管外科】 川井　陽平 血管外科全般 【呼吸器外科】 芳川　豊史（午前）/尾関　直樹（午後） 肺、縦隔、胸壁 【消化器外科一】 江畑　智希 肝・胆・膵、消化管、内視鏡外科

4 【呼吸器外科】  上野　陽史 肺、縦隔、胸壁

5 【心臓外科】 伊藤　英樹 心臓・胸部大動脈 【移植外科】  小倉　靖弘 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー 【移植外科】  小倉　靖弘(午前) 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー 【移植外科】 小倉　靖弘 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー 【移植外科】 担当医 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー

6 【心臓外科】 六鹿　雅登 心臓・胸部大動脈、先天性心疾患 【心臓外科】 寺澤　幸枝 心臓・胸部大動脈 【心臓外科】 吉住　朋 心臓・胸部大動脈 【心臓外科】 成田　裕司 ペースメーカー外来 【心臓外科】 伊藤　英樹 心臓・胸部大動脈

7 【麻酔科】 谷口　菜奈子 疼痛治療、術前診察 【消化器外科二】 髙見　秀樹 膵臓、胆道、肝臓 【麻酔科】 絹川　友章 疼痛治療、術前診察 【麻酔科】 担当医 術前外来 【麻酔科】 柴田　康之 疼痛治療、術前診察

8 【麻酔科】 浅野　市子 疼痛治療、術前診察 【麻酔科】 担当医 術前外来 【麻酔科】 安藤　貴宏 疼痛治療、術前診察 【心臓外科】 德田　順之 心臓・胸部大動脈 【麻酔科】 佐藤　威仁 疼痛治療、術前診察

9 【麻酔科】 西脇　公俊(午後) 疼痛治療、術前診察 【麻酔科】 担当医 術前外来 【麻酔科】 西脇　公俊(午前) 疼痛治療、術前診察 【麻酔科】 担当医 術前外来

10 【血管外科】 新美　清章 血管外科全般 【消化器外科二】 田中　千恵 胃、大腸、肥満、消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 担当医/担当医 肝臓、膵臓、胆道、内視鏡外科 【血管外科】  池田　脩太 全般、胸部・腹部大動脈瘤、ステント

11 【血管外科】 杉本　昌之（午前）/【呼吸器外科】担当医（午後） 血管外科全般/肺、縦隔、胸壁 【消化器外科二】 清水　大 胃、食道、消化管、内視鏡外科 【血管外科】 坂野　比呂志 全般、胸部・腹部大動脈瘤、ステント 【呼吸器外科】 中村彰太（午前）/門松　由佳（午後） 肺、縦隔、胸壁 【血管外科】 坂野　比呂志 血管外科全般

12 【消化器外科二】担当医 胃、食道、消化管、内視鏡外科
【消化器外科二】 担当医
/【呼吸器外科】 加藤　毅人(午後)

大腸、炎症性腸疾患、内視鏡外科
/肺、縦隔、胸壁 【消化器外科一】 渡辺　伸元 肝・胆・膵・消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 神田　光郎 食道、胃、内視鏡外科 【消化器外科二】 猪川　祥邦/担当医 肝臓、胆道、内視鏡外科/IBD内科

13 【乳腺・内分泌外科】 菊森　豊根(完全予約制) 乳腺、甲状腺、副腎 【乳腺・内分泌外科】 武内　大(完全予約制) 乳腺、甲状腺、副腎 【消化器外科一】 宮田　一志（午前） 食道・胃・大腸、内視鏡外科 【乳腺・内分泌外科】 菊森　豊根(完全予約制) 乳腺、甲状腺、副腎 【消化器外科一】 村田　悠記 大腸･骨盤、内視鏡外科

14 【乳腺・内分泌外科】 増田　慎三（午前） 乳腺 【乳腺・内分泌外科】 柴田　雅央(完全予約制) 乳腺、甲状腺、副腎 【乳腺・内分泌外科】 福岡　恵（午前）(完全予約制) 乳腺 【乳腺・内分泌外科】 増田　慎三（午前）/高野　悠子(午後)（完全予約制） 乳腺/乳腺、甲状腺、副腎 【移植外科】倉田　信彦 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー

15 【消化器外科一】横山　幸浩 肝・胆・膵、消化管、内視鏡外科 【消化器外科二】 林　真路(午前)/野本　周嗣(1週午後のみ) 肝臓、胆道、膵臓

16 【移植外科】担当医 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー 【移植外科】城原　幹太 肝移植、小腸移植、生体肝ドナー

17 【乳腺・内分泌外科】杉野　香世子（午後）（完全予約制） 乳腺 【乳腺・内分泌外科】岩瀬　まどか(完全予約制) 乳腺 【乳腺・内分泌外科】添田　郁美(午前)/担当医(午後)  (完全予約制) 乳腺/乳腺検査 【乳腺・内分泌外科】一川　貴洋(午前)　(完全予約制) 乳腺、甲状腺、副腎 【乳腺・内分泌外科】担当医(完全予約制) 乳腺検査

【呼吸器外科】担当医（午後） 肺、縦隔、胸壁（初診のみ） 【呼吸器外科】 担当医（午後） 肺、縦隔、胸壁（初診のみ）

2 武市　拓也 角化症(炎症性・遺伝性) 武市　拓也 角化症(炎症性・遺伝性) 棚橋　華奈 一般、遺伝性毛髪疾患 桃原　真理子 一般 江畑　葵 一般

3 小泉　遼 一般 村上　佳恵 一般 滝　奉樹 一般、遺伝性毛髪疾患 室　慶直 再診、膠原病 横田　憲二 腫瘍

4 岩田　真衣 腫瘍 鈴木　由以佳 一般 今井　聡子 腫瘍 竹内　想 一般 村上　佳恵 腫瘍

5 棚橋　華奈 一般、遺伝性毛髪疾患 滝　奉樹 一般、遺伝性毛髪疾患 吉川　剛典 一般 明石　憲佳 一般 石原　麻衣子 一般

6 室　慶直 初診、膠原病 横田　憲二/秋山　真志(12:00～13:00) 初診・腫瘍/特別外来 秋山　真志 初診、遺伝性疾患 小川　靖 一般 伊藤　靖敏 一般

橋川　和信(午前) 頭頚部・顎顔面の形成及び再建、リンパ浮腫 蛯沢　克己(午前、完全予約制) 一般、レーザー 亀井　譲(午前) 腫瘍切除後の再建、難治性潰瘍 樋口　慎一(午前) 外傷、レーザー

大石　真由美（午前） 一般、ケロイド 神戸　未来 乳房再建、血管腫 蛯沢　克己（午前） 一般、小児

樋口慎一（第1・3・5）/崔乘奎(第2・4) 一般 担当医 一般

初診 岡部　一登 一般 藤尾　正人（午前） 一般 藤尾　正人 一般 藤尾　正人（午前） 一般 岡部　一登 一般

佐世　暁 一般 酒井　陽 一般 市村　典久 一般 酒井　陽 一般 市村　典久 一般

坂口　晃平（午前） 一般 山口　聡 一般 山口　聡 一般 佐藤　康太郎 一般 佐藤　康太郎 一般

佐世　暁 一般 坂口　晃平 一般 坂口　晃平 一般

日比　英晴（午前） 顎変形症、インプラント、顎顔面再生 日比　英晴（午後） 顎変形症、インプラント

1 舟橋　康人 一般 石田　昇平 一般 松尾　かずな 一般 佐野　友康 一般

2 松川　宜久 一般、排尿障害 加藤　真史(隔週)/佐野　優太(隔週) 一般、腎移植 加藤　真史 一般、腫瘍 大脇　貴之 一般

3 中根　渉 一般 松川　宜久 一般、排尿障害 内藤　祐志 一般 佐野　優太 一般

4
1 梶山　広明（午前） 一般初診 中村　智子 一般初診、不妊生殖内分泌、腹腔鏡下手術 大須賀　智子（午前）/担当医（午後） 一般初診、不妊生殖内分泌、腹腔鏡下手術/コルポ

外来 山本　英子（1・3週）/担当医（午後） 絨腫外来/NIPT外来 梶山　広明 一般初診、腫瘍

2 担当医（午前）/担当医（午後） NIPT外来/妊婦健診 今井　健史 ハイリスク妊婦 飯谷　友佳子 ハイリスク妊婦 小谷　友美 初診/ハイリスク妊婦 牛田　貴文 ハイリスク妊婦

3 担当医（午前）/産科担当医（午後） 再診/産後健診 担当医（午後） 妊婦健診 中村　紀友喜/炭竃　誠二（2・4週午前） ハイリスク妊婦 担当医（午前） 妊婦健診

4 担当医（午前）/担当医（午後） 再診/コルポ外来 池田　芳紀 腫瘍 玉内　学志 術前外来 清水　裕介 腫瘍 横井　暁 腫瘍

5 新美　薫 腫瘍 玉内　学志 腫瘍 芳川　修久 腫瘍 担当医（2・4週） 女性健康外来 担当医 再診

6 大須賀　智子 内視鏡 担当医 がん生殖 仲西　菜月 内視鏡 吉原　雅人 腫瘍 中村　智子 内視鏡

7 中村　智子/村岡　彩子 不妊生殖 担当医 不妊生殖 担当医 不妊生殖 三宅　菜月 不妊生殖 仲西　菜月 不妊生殖

担当医師は休診・異動することもありますので、担当医師を指名される場合には、 担当部署：医事課外来係

当院ホームページの休診表をご覧いただくか、各診療科外来にお問い合わせください。
http : //www.med.nagoya-u.ac.jp /hospital

診療受付時間
及び休診日

初   診：午前8時30分から午前11時まで
休診日：土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)

※R4年   6月    1週 　1日～ 4日    4週　19日～25日
　　　　　　    2週 　5日～11日　　5週　26日～30日
　　　　　　    3週　12日～18日      とします。

診 療 科 名 診察室

整 形 外 科
手 の 外 科
リ ウ マ チ 科

1

階

1階

脳 神 経 外 科

眼 科

外

科

/

麻

酔

科

外 科

麻 酔 科

外 科

3

階

産 科 婦 人 科

皮 膚 科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

歯科口腔外科

顎顔面再生歯科

金木水火月


