
令和3年3月外来表令和3年3月外来表令和3年3月外来表令和3年3月外来表 2021年3月3日時点

受付時間　午前　  8:30～12:30（初診受付終了11:30） 医師により受付時間が異なる場合があります。

診察室 月 火 水 木 金 土

廣崎 真柚 渡邊 雄介 ○築山 節

（耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （高次脳機能外来）

（受付終了10:45） （受付終了12:00）

石川 昴央 ○松島 常 ○福島 匡道 ○山下 朱生 ◎阿部 曉人 ○渡邊 大祐

（形成外科） （泌尿器科） （脳神経外科） （泌尿器科） （乳腺外科） （泌尿器科）

（受付終了12:00） （受付終了11:30）

小林 玲樹 三好 建吾 内科医師 ○梅舟 仰胤 ○古城 詩子 ○宮嶋 望

（内科） （内科） （内科） （内科） （内科） （内科）

◎ 信 尚 ○磐井 佑輔 ○渡野邉 郁雄 ○五十嵐 雅仁 ○橘 昌嗣 ○小池 卓也

（内科） （消化器外科） （消化器外科） （消化器外科） （消化器外科） （消化器外科）

（初診受付終了9:30）

（受付終了10:00）

◎石原 哲 ○渡辺 寛 ◎石原 哲 ○脳神経外科医師 内田 直宏 ◎石原 哲

（総合診療科） （脳神経外科） （総合診療科） （脳神経外科） （形成外科） （総合診療科）

3/8・3/22 （受付終了12:00） （受付終了12:00） 第3休診

○片山 容一 ○窪田 敬一

（脳神経外科） （消化器外科）

（受付終了12:00） 3月診療なし

3/1・3/15 （受付終了11:30）

○石井 庸介 唐原 悟 ○中澤 まゆい ○栗田 二郎 ○築山 節 ○清水　浩一

（循環器科） （循環器科） （循環器科） （循環器科） （脳神経外科） （循環器科）

（診療開始10:00） （受付終了12:00） 第１・第３

◎藤本 哲男

（内科）

3/13・3/27

清家 康二 西原 洋彦 清家 康二 小畑 宏介 濵本　健作 冬賀 秀一

（整形外科） （整形外科） （整形外科） （整形外科） （整形外科） （整形外科）

(受付終了11:30

濵本　健作 ○木村 玄 内藤 聖人 ○櫻井 渉

（整形外科） （血管外科） （整形外科） （内科）

3/4・3/18

◎國保 昌紀

（内科）

3/11

受付時間　午後　13:30～17:30（初診受付終了16:30） 医師により受付時間が異なる場合があります。

診察室 月 火 水 木 金 土

廣崎 真柚 河野 淳 ○淺村 尚生 渡邊 雄介

（耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （呼吸器外科） （耳鼻咽喉科）

3/1・3/15・3/29 （3/24のみ受付終了 （受付終了16:45） 3/6

（受付終了15:30） 15:45） （受付終了16:45）

（受付終了16:45）

渡邊 雄介 上斗米 愛実

（耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科）

3/8・3/22 3/13・3/27

（受付終了16:00） （受付終了16:45）

◎斎藤 忠則 ◎斎藤 忠則 木蜜 徹 ◎冨川 伸二 ○山下 朱生 ○渡邊 大祐

（泌尿器科） （泌尿器科） （皮膚科） 透析(腎臓内科） （泌尿器科） （泌尿器科）

第1・第3のみ

（受付終了16:00）

丸山 和晃 三好 建吾 ○真木 幸代 ○古城 詩子 ◎神経内科医師

（内科） （内科） （内科） （内科） （神経内科）

（受付終了17:00) 3/6・3/27

◎ 信 尚 ◎石原 祥子 信 尚 ○五十嵐 雅仁 内科医師

（内科） （内科） （内科） （消化器外科） （内科）

（受付終了16:30）

○三浦 邦久 ◎麻酔科医師 ◎真木 幸代

（ペイン） 13:30～17:30 （呼吸器内科）

3/1・3/22

○田辺 友暁 唐原 悟 中澤 まゆい ○岡安　智道 岡安　智道 ○清水　浩一

（循環器科） （循環器科） （循環器科） （循環器科） （循環器科） （循環器科）

(受付終了17:00) 初診のみ （初診受付終了16:00） 第１・第３

（受付終了17:00）

◎岩本 直高 ○内海 喜晴 ◎片桐 彰久 小畑 宏介 照屋 陸 ○三浦 邦久

（痛み・しびれ） （脳神経外科） （脳神経外科） （整形外科） （内科） （ペイン）

（診療開始13:30） （受付終了16:30） 3/6

（受付終了16:30）

○小笠原 大介 ◎大澤 寛行 ◎田邉 和浩

（下肢血管科） （血管外科） （生活習慣病外来）

（受付終了17:00） （受付終了14:45）

3/8のみ

医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　　電話　03-5655-1120

○　予約優先外来

◎　予約外来（完全予約制です。ご予約は外来案内までお問い合わせください。）

※医師の休診もあるため最新の情報は右記にお問い合わせ下さい。

※新型コロナウィルス感染対策強化中のため外来を縮小しております。

 　急きょ変更になる場合がありますので最新の情報は右記にお問い合わせ下さい。。
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