
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
大橋 大橋 （大橋） （大橋） 大橋 大橋 大橋 大橋 七田 七田 大橋 ◎池田

池田 池田 池田 池田 池田 池田 三木 三木 藤森F 藤森F 池田 高山

三木 三木 三木 三木 糸井 糸井 高山

金谷 ※佐藤 がん センター ※がん センター 金谷 ※金谷 福原 ※佐藤 佐藤 ※佐藤2.4 佐藤 予約制

能勢 ※能勢2.4 金谷 橿淵

術前診察 河内 河内 河内 河内 河内1.3

ペインクリ
ニック内科

河内 河内 河内 河内 河内 河内1.3

交代制 交代制 山田 山田 交代制 交代制 山田 山田 西澤F 西澤F 山田1 山田1

藤澤 藤澤 西澤F 西澤F 藤澤 藤澤 藤澤

西澤F不定期 西澤F不定期

骨盤臓器脱 赤木 赤木

肛門エコー 川村F 堤 堤

ストーマ専門 ＊磯上Ｆ ＊吉田Ｆ2.4

がん化学療法 中山 小池 小池

緩和ケア 関谷 五十嵐5除 関谷 櫻井 櫻井

喜多1.3.5 喜多1.3.5 根津 根津 喜多 喜多 喜多 喜多 龍 長棟F2.4 喜多1.3.5 喜多1.3.5

※龍2.4 龍2.4

乳腺外科 和田 和田 西村2 西村2.4

看護相談 ※看護師

【泌尿器科】※午後の診療は予約制　　※第1.3.5週金曜午前の受付時間： 初診10：30まで、再診11：00まで

【骨盤臓器脱】子宮脱・膀胱脱等の専門診療 【ストーマ専門】＊認定看護師が対応

【漢方内科】※第2.4週土曜午前の診療は10：00から

【看護相談】※第１週:皮膚排泄ケア　第２週:感染管理　第３週:緩和ケア　第４週:がん化学療法

【緩和ケア外来】★初診予約は医療相談室で受付　受付時間：9：00～16：30　TEL：04-7137-3003　

婦人科

漢方内科

午前・午後

外
　
　
来

内科

泌尿器科

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
大橋 大橋 （大橋） （大橋） 大橋 大橋 大橋 大橋 七田 七田 大橋 ◎池田

池田 池田 池田 池田 池田 池田 三木 三木 藤森F 藤森F 池田 高山

三木 三木 三木 三木 糸井 糸井 高山

金谷 ※佐藤 がん センター ※がん センター 金谷 ※金谷 福原 ※佐藤 佐藤 ※佐藤2.4 佐藤 予約制

能勢 ※能勢2.4 金谷 橿淵

術前診察 河内 河内 河内 河内 河内1.3

ペインクリ
ニック内科

河内 河内 河内 河内 河内 河内1.3

交代制 交代制 山田 山田 交代制 交代制 山田 山田 西澤F 西澤F 山田1 山田1

藤澤 藤澤 西澤F 西澤F 藤澤 藤澤 藤澤

西澤F不定期 西澤F不定期

骨盤臓器脱 赤木 赤木

肛門エコー 川村F 堤 堤

ストーマ専門 ＊磯上Ｆ ＊吉田Ｆ2.4

がん化学療法 中山 小池 小池

緩和ケア 関谷 五十嵐5除 関谷 櫻井 櫻井

喜多3 喜多3 根津 根津 喜多 喜多 喜多 喜多 龍 長棟F2.4 喜多1.3.5 喜多1.3.5

※龍2.4 龍2.4

乳腺外科 和田 和田 西村2 西村2.4

看護相談 ※看護師

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

内科

泌尿器科

予
約
制

婦人科

漢方内科

【泌尿器科】※午後の診療は予約制　　※第1.3.5週金曜午前の受付時間： 初診10：30まで、再診11：00まで

【骨盤臓器脱】子宮脱・膀胱脱等の専門診療 【ストーマ専門】＊認定看護師が対応

【漢方内科】※第2.4週土曜午前の診療は10：00から

【看護相談】※第１週:皮膚排泄ケア　第２週:感染管理　第３週:緩和ケア　第４週:がん化学療法

【緩和ケア外来】★初診予約は医療相談室で受付　受付時間：9：00～16：30　TEL：04-7137-3003　


