
〒130-0012 TEL：3622-9191

墨田区太平3-20-2 FAX：3623-9736

診療科 ／
受付時間

月 火 水 木 金 土

●産婦人科(2F)  婦1:吉仲 昭  婦1:篠原 三津子  婦1:吉仲 昭  婦1:菅井 里穂  婦1:酒井 華乃  婦1:田中 沙織

午前 8:30～11:00  婦2:鈴木 正明  婦2:木村 美葵  婦2:山田 美恵  婦2:高橋 由佳  婦2:早田 昌弘  婦2:酒井 華乃

婦1・婦2…新患  婦6:酒井 華乃  婦6:山田 美恵  婦6:田中 沙織  婦6:鈴木 正明  婦6:木村 美葵  婦6:篠原 三津子

婦6…再診  産1  産1:  産1:  産1:  産1:  産1:

 産2:篠原 三津子  産2:瀬山 理惠  産2:小泉 朱里  産2:藤原 里紗  産2:菅井 里穂  産2:安堂 裕介

 産3:木村 美葵  産3:田中 沙織  産3:菅井 里穂  産3:酒井 華乃  産3:山田 美恵  産3:早田 昌弘

午後 1:00～3:00 産科:高橋 由佳 産科:瀬山 理惠/（正岡　龍） 産科:早田 昌弘/担当医 腫瘍:木村 美葵 産科:担当医

精密:早田 昌弘/酒井 華乃 胎児スクリーニング：田中 沙織 産科:福岡　眞梨 更年期：高瀬 幸子

　　/吉仲 昭 胎児スクリーニング： /篠原 三津子 胎児スクリーニング：担当医

山田 美恵/小泉 朱里 胎児スクリーニング：高橋　由佳

●内科(5F) 渡邉 俊樹 馬嶋 貴正 淺見 裕太郎 南條 友央太 丹野 郁 ①③⑤原 済(予約外)

午前 8:30～11:00 竹宮 聖一 渡邊 純子 冨嶋 享 天野 永一朗 アレルギー：田中 康子 ②④石丸 和寛（予約外）

内田 志野 雨宮 志門 佐々木 陽典 竹宮 聖一 栢木 真太郎 田中　英世（予約外）

竹宮 聖一 柏木 克仁 ①②⑤神経：三條 伸夫

佐伯 至勇

午後 1:00～4:00 一般：渡邉 俊樹 一般：馬嶋 貴正 一般：淺見 裕太郎 一般：当番医 一般・循環器：丹野 郁

神経内科：横田 隆徳(予約) 一般：中島 百香 一般：小澁 真美 一般・神経：天野 永一朗 一般・腎臓：廣瀬　友里佳

循環器：小牧 宏一 もの忘れ：雨宮 志門(予約) 循環器：髙本 眞一 一般：柏木 克仁 舌下免疫療法外来：

　　　　　田中 康子(予約)

●緩和ケア外来

（緩和ケア病棟）

（予約制）

●小児科(1F) 杉山 恵一郎 猪野木 雄太 中澤 美賀 杉山 恵一郎 野﨑 英夫 猪野木 雄太

午前 8:30～11:00 坂口 陽平 野﨑 英夫 藤原 恵 野﨑 英夫 入鹿山 佳代 中澤 美賀

曾根 尚子 醍醐 政樹 小松 充孝 坂口 陽平 小松 充孝

小松 充孝 髙 京愛　(予約)2･3･4･5歳健診 髙 京愛　(予約)こども相談

午後 1:00～3:00 心臓:①③⑤原田　真菜 乳児健診：杉山 恵一郎 乳児健診：猪野木 雄太 アレルギー:①③⑤眞々田 容子 乳児健診:野﨑 英夫/醍醐 政樹

 　　②④織田 久之 　　     　 /坂口 陽平 　　　　　　/中澤 美賀 　　　　　　②④杉山 恵一郎 　　　　 /入鹿山 佳代

こども相談：髙 京愛 一歳半健診：野﨑 英夫 感染症(結核)健診 ：小松 充孝 予防接種：野﨑 英夫 予防接種:小松 充孝

（6皮膚科外来にて診察） 発達健診：髙 京愛 こども相談：髙 京愛 腎臓：②④⑤水谷 亮 神経:中澤 美賀

こども相談：髙 京愛

新生児科フォロー:各医 新生児科フォロー:各医 新生児科フォロー:各医 新生児科フォロー:各医 （6階皮膚科外来にて診察）

新生児科フォロー:各医

●外科(1F) 石丸 神矢 乳腺外来（予約）：坂元 晴子 石丸 神矢 乳腺外来(予約):木根淵 康平 石丸 神矢 石丸 神矢

午前8:30～11:00 杉本 起一　　　 *診療時間9：30～ 雨宮 浩太 ストーマ外来（予約）：

小児外科:古賀 寛之 石丸 神矢

午後 1:00～3:00 ストーマ外来（予約） 乳腺外来(予約):吉田 美和 肛門･消化器(受付は2:00まで）

③石丸 神矢 　　　　：又井 一雄（内科外来4診にて）

（内科外来4診にて） 小児外科：古賀 寛之

●整形外科(4F) 小林 英生 ①②③⑤石島 旨章 小林 英生 幡野 佐己依 塩田 浩平 ①本間 康弘

午前8:30～11:00 中嶋 理子 ④金子 和夫 小谷 直人 長谷川 圭紀 中嶋 理子 ②佐々 惠太

（受付11：00まで） 越智 宏徳 （受付11：00まで） （受付11：00まで） （受付11：00まで） ③武田 純

（受付11：00まで） ④佐野 圭

⑤塩田 浩平

午後 1:00～4：00 小林 望　診療時間2：00～ 栗原 大聖(予約) 古賀　有希久 渡 泰士 末原 義之

中嶋 理子 石島 旨章 塩田 浩平

救急対応

午後 1:30～5:00 救急対応 救急対応 救急対応 救急対応 救急対応

●耳鼻咽喉科(6F) 藤井 可絵 藤井 可絵（予約外のみ） 藤井 可絵（予約） 川島 慶之（予約外のみ） 大野 十央（予約外のみ） ②④藤井 可絵

午前8:30～11：00 市原 寛子（予約外のみ） 市原 寛子（予約） 市原 寛子（予約外のみ） 市原 寛子（予約） ①③⑤市原 寛子

午後1：00～3：00 藤井 可絵(予約) 朝蔭 孝宏（予約外のみ） ②④小児難聴・補聴器外来(予約) ①③⑤藤井 可絵(予約・予約外） 藤井 可絵（小児耳鼻外来：予約)

市原 寛子（予約・予約外） 診療時間1：30～ 藤井 可絵（予約） ①③⑤市原 寛子（予約・予約外） ②④藤井 可絵（小児難聴・補聴器：予約）

補聴器外来（予約） ①③⑤藤井 可絵（予約） 市原 寛子（予約・予約外） 市原 寛子（予約・予約外）

②④市原 寛子（予約） 幼児聴検・発達・スピーチ

●眼科(6F) 鈴木 貴英 鈴木 貴英 鈴木 貴英 鈴木 貴英 鈴木 貴英 鈴木 貴英

午前8:30～11:00

工藤 大介(予約) 特殊外来（予約）:鈴木 貴英 特殊外来（予約）:鈴木 貴英

●皮膚科(6F) 笹野 博子 土橋 人士 非常勤 渡辺 舞

診察時間9：30～

午前8:30～11:00

●泌尿器科(6F) 戸出 真宏*診療時間1：30～ 松岡　陽　*診療時間1：30～

午後1:00～3:00

診療科

※担当医師の①②③④⑤は、第1週から第5週までの担当週の表示となっております。

※担当医師や診察日については各科の受付にお問い合わせ下さい。

賛育会病院 外来診療医師担当表

※ 数字は診察室の番号をさします。

※ 婦人科6は予約制になっております。

※ 妊娠12週を経過していない新患患者様は婦人科外来での診察になります。

※ 午後の外来は全て【予約制】となっております。婦人科一般外来はありません。

※ 午後の外来は全て【予約制】となっております。小児科一般外来はありません。

緩和ケア外来については予約センターにお問い合わせください。

○外来予約センター連絡先：TEL 03-3622-9103 　 ≪受付：平日　月～金、9：00～16：00≫

※火曜日・木曜日の外科一般外来は休診となります。

妊娠12週以降　17:00～翌8:30まで
※8:30～17:00産婦人科外来対応となります。

　（代表：03-3622-9191 分娩室直通：03-3622-9177）

 産科 救急対応

内容

◆救急外来診療体制（必ず来院前に電話連絡をお願いいたします）

 小児科・内科・婦人
科・外科・整形外科

17：00 ～ 翌朝 8：30

診療していない科もありますので、
必ずお電話でご相談ください。

救急対応

状態により　①外来診察、②入院、
③消防庁救急相談センター 等を紹介

受付時間

※診療日によっては代診となる可能性があります。予めご了承願います。

2020年 5月 


