
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
指山 安田 中山 安田 堤 中山 堤 高野 安田 鈴木F 堤 川村F

高野 ◎浜畑 川村F 高野 髙瀬1.3 鈴木F 指山 小池 小池 指山 小池

◎鈴木F ◎鈴木F ◎浜畑 中山2.4

小池 佃1.3.5

小池

鈴木F 川村F

浜畑

下山 樋口 下山 下山 樋口 樋口 下山 與座 下山 樋口 下山1.3.5 樋口2除

武田 與座 與座 齋藤 非常勤医師 非常勤医師 齋藤 伊藤.光 武田2.4 齋藤 武田2.4 與座2

齋藤1.3.5 がんセンター 東大

竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 下山 竹内 竹内 竹内不定期 竹内不定期

武田 武田1.3.5 武田 下山2.4 下山2.4

武田1.3.5 武田1.3.5

樋口 齋藤 武田 與座 齋藤 與座 樋口 樋口 樋口 堤 樋口2除 與座2除

齋藤 武田 齋藤 與座 堤 與座 吉田 齋藤2.4 中山1.3 與座 がんセンター

與座 川村F 指山 赤井1除 安田1.3.5 伊藤.光 指山 中山 川村F1.3 東大 中山2.4

増田 増田 安田 川村F 赤井1除 吉田 大野3除 川村F1.3.5 竹下 川村F 佃1.3.5

大谷1.3.5 川村F2.4 大野3除 鈴木F1 矢野2.4 石毛1.3.5 鈴木F

大谷1.3.5 矢野 宮﨑4 岸本2.4 石毛1.3.5

宮﨑4 大野5 岸本2.4

指山 中山 指山 齋藤 中山2.4.5

川村F 武田 川村F2.4.5

武田 齋藤

◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田1.3.5 ◎森田1.3.5 ◎森田3.5 ◎内田F2.4 ◎東2.4 ◎東2.4

◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F2.4 ◎内田F2.4 ◎内田F2.4 ◎矢野1.3.5 ◎下山1.3.5

◎小池 ◎竹内 ◎高野 ◎竹内 ◎浜畑 ◎竹内 ◎小池 ◎竹内 ◎竹下 ◎竹内 ◎武田2.4

◎安田 ◎下山 ◎指山 ◎高野 ◎小池 ◎安田 ◎小池 ◎下山

◎中山 ◎小池 ◎赤木 ◎安田 ◎高野 ◎中山 ◎安田 ◎安田

◎笠木/木村 ◎中山 ◎浜畑1.3.5 ◎中山 ◎生沼 ◎中山 ◎高野

◎高野 ◎鈴木F1.3.5 ◎赤木(回診) ◎生沼

◎笠木/木村

【消化器内科】土曜午前の初診及び再診受付は10：30まで

内
視
鏡
検
査

指名予約可

大野5
14時まで

治療枠

指名予約不可

午前・午後

外
　
　
来

大腸・肛門外科
消化器外科

女性医師外来
初診のみ・予約制

院長診察

消化器内科

IBD外来・予約制

電話予約センター　受付時間：１３：００～１６：００　　TEL：04-7137-6283

F：女性医師　　数字：第○週を表す　　◎：指名予約不可　　（　　）：時間帯によって変更あり
曜日 月 火 水 木 金 土

辻仲病院柏の葉　診療担当医表（5月8日～5月31日） 2023/4/24

＊担当医師が学会出席や緊急対応などで不在となる場合がありますので、ご来院前に電話（04-7137-3737）でご確認ください。

初診受付【月～金】8:30～11:00／12:45～16:00　【土曜日】8:30～11:00／12:45～15:30　日曜・祝日、年末年始は休診

再診受付【月～金】8:30～11:30／12:45～16:30　【土曜日】8:30～11:30／12:45～16:00  



午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
指山 安田 中山 安田 堤 中山 堤 高野 安田 鈴木F 堤 川村F

高野 ◎浜畑 川村F 高野 髙瀬1.3 鈴木F 指山 小池 小池 指山 小池

◎鈴木F ◎鈴木F ◎浜畑 中山2.4

小池 佃1.3.5

小池

鈴木F 川村F

浜畑

下山 樋口 下山 下山 樋口 樋口 下山 與座 下山 樋口 下山1.3.5 樋口2除

武田 與座 與座 齋藤 非常勤医師 非常勤医師 齋藤 伊藤.光 武田2.4 齋藤 武田2.4 與座2

齋藤1.3.5 がんセンター 東大

竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 竹内 下山 竹内 竹内 竹内不定期 竹内不定期

武田 武田1.3.5 武田 下山2.4 下山2.4

武田1.3.5 武田1.3.5

樋口 齋藤 武田 與座 齋藤 與座 樋口 樋口 樋口 堤 樋口2除 與座2除

齋藤 武田 齋藤 與座 堤 與座 吉田 齋藤2.4 中山1.3 與座 がんセンター

與座 川村F 指山 赤井1除 安田1.3.5 伊藤.光 指山 中山 川村F1.3 東大 中山2.4

増田 増田 安田 川村F 赤井1除 吉田 大野3除 川村F1.3.5 竹下 川村F 佃1.3.5

大谷1.3.5 川村F2.4 大野3除 鈴木F1 矢野2.4 石毛1.3.5 鈴木F

大谷1.3.5 矢野 宮﨑4 岸本2.4 石毛1.3.5

宮﨑4 大野5 岸本2.4

指山 中山 指山 齋藤 中山2.4.5

川村F 武田 川村F2.4.5

武田 齋藤

◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田 ◎森田1.3.5 ◎森田1.3.5 ◎森田3.5 ◎内田F2.4 ◎東2.4 ◎東2.4

◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F ◎内田F2.4 ◎内田F2.4 ◎内田F2.4 ◎矢野1.3.5 ◎下山1.3.5

◎小池 ◎竹内 ◎高野 ◎竹内 ◎浜畑 ◎竹内 ◎小池 ◎竹内 ◎竹下 ◎竹内 ◎武田2.4

◎安田 ◎下山 ◎指山 ◎高野 ◎小池 ◎安田 ◎小池 ◎下山

◎中山 ◎小池 ◎赤木 ◎安田 ◎高野 ◎中山 ◎安田 ◎安田

◎笠木/木村 ◎中山 ◎浜畑1.3.5 ◎中山 ◎生沼 ◎中山 ◎高野

◎高野 ◎鈴木F1.3.5 ◎赤木(回診) ◎生沼

◎笠木/木村

辻仲病院柏の葉　診療担当医表（6月1日～6月30日） 2023/5/22

＊担当医師が学会出席や緊急対応などで不在となる場合がありますので、ご来院前に電話（04-7137-3737）でご確認ください。

初診受付【月～金】8:30～11:00／12:45～16:00　【土曜日】8:30～11:00／12:45～15:30　日曜・祝日、年末年始は休診

再診受付【月～金】8:30～11:30／12:45～16:30　【土曜日】8:30～11:30／12:45～16:00  

電話予約センター　受付時間：１３：００～１６：００　　TEL：04-7137-6283

F：女性医師　　数字：第○週を表す　　◎：指名予約不可　　（　　）：時間帯によって変更あり
曜日 月 火 水 木 金 土

午前・午後

外
　
　
来

大腸・肛門外科
消化器外科

女性医師外来
初診のみ・予約制

院長診察

消化器内科

IBD外来・予約制

内
視
鏡
検
査

指名予約可

大野5
14時まで

治療枠

指名予約不可

【消化器内科】土曜午前の初診及び再診受付は10：30まで


