
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

門前 西元 杉原 西元 川上 西元 西元 門前 門前 245.門前 245.門前

川上 門前 門前 135.溝部 門前 川上 1345.川上 1345.川上 3.西元・2.川上 2川上

川上 川上 145.溝部 　 川上 杉原<注1> 杉原 3.杉原 235.杉原 

一般内科 小林（瑞） 小川 小川 1235.小川・吉田 1235.小川 1.小川　24.小林（瑞） 1.小川

大浦 杉原 田中（龍） 田中（龍）<注1> 13.田中（龍） 紺田<注1> 平石 田中（龍）<注1> 田中（龍） 杉原 1田中（龍） 1.田中（龍）<注1>

酒匂 星野 杉原  渡壁 平石 近藤 3.杉原 235.杉原

　 馬場<注1> 杉原<注1> 柳澤<注1> 3.紺田

門前 山本 門前 　 門前 135.溝部 門前 寺島 門前 門前 245.門前 245.門前

23.金子 佐々木 小田口 145.溝部 23.金子 山下 吉田 　 　

佐々木・寺島 　

腎臓 櫻井 井尾 1.室賀

リウマチ・
膠原病

　 松尾 134.檜垣 佐藤(和)

川上 川上 川上 洪 川上 川上 川上 1345.川上 1345.川上 2.川上　4.洪 2.川上

洪 洪 洪 小沼 坊内 洪 竹内 山口（悠） 135.深石 135.沼沢

中條 安藤 　 山田(哲) 24.竹内

中條 中條

山口（哲） 小川 小川 山口（哲） 山口（哲）  1235.小川 1235.小川 1.小川　24.石井 1小川

山口（哲） 泉 飯島 山口（哲）  

神経内科・
脳神経内科

1.3石田
内藤

血液内科 岡田（啓）

 范(ハン) 鴨田 245.鴨田 15.鴨田　3.中神

13.東京女子医大Dr

3.新見 234.大野

吉川 土屋 湯浅

 加藤（実）

岡本（高）

田村 田村 田村 福島 加藤(悠)

稲垣 大塚 岡本(伊) 有泉 多田 多田 本田 135.向井 清水 岡田（拓） 15.有泉　2.多田 15.大塚　3.稲垣

24.中溝 　 3.岡田（拓）　4.本田 24.岡本(伊)

稲木 稲木 星野 24.山内 24.山内 石川 3.三潴 　

福田 145.溝部 135.溝部 前田 稲木　　石川 稲木

小林（瑞） 稲木 稲木 1.室賀　3.三潴

櫻井 13.石田 24.小林（瑞）　3.堀川

佐伯 江畑 久本

齋藤<注2> 齋藤 吉野<注2> 吉野 島井<注2> 島井 齋藤<注2> 齋藤 板岡<注2> 小平 3.林茂徳<注2>

1245.武蔵野赤十字Dr.<注2>

藤原<注2> 淺岡 神戸<注2> 神戸 緒方<注2> 林（香） 上田<注2> 織本 尾身<注2> 尾身 山室<注2> 山室

24.神戸 　 4.松井

神戸・安藤 24.神戸

早瀬 早瀬 浜島 早瀬 川上 川上 早瀬 早瀬 阿部 阿部 早瀬　1.今井 早瀬

重光 山田(千) 山田(千) 岡田（奈） 田中（潤） 刘（リュウ） 岡田（啓） 2.大原　　345.岸

1片桐/岡田（直）/有本/石郷岡　2杉原/片桐/村瀬/山地 1.田中（龍）<注1>

3杉原/紺田/立川/木本　4馬場/居軒/宮永/北條　5田中（龍）/杉原/居軒

≪診療時間≫　平日・土曜　8：45～12：30、13：45～17：30 ＊表中の 数字 は第何週かを表します。 〒151-0053

≪受付時間≫　平日・土曜　8：30～12：15、13：30～17：15 ＊<注1>は内視鏡検査が優先されます。

＊日曜・祭日休診は休診となります。 ＊<注2>は健康診断のみです。

＊担当医、診療時間等は都合により変更となることがあります。 ＊ 赤字 は女性医師です。

＊休診や臨時の勤務日変更は、この表には反映されておりません。当院窓口・コールセンター・各診察室・HPにてご確認ください。

2020年9月
診療科目

東京都渋谷区代々木2-11-15　新宿東京海上日動ビル3F/4F

TEL：03-3299-0077（代表）　03-3299-8900（健診専用）　

FAX：03-3299-4985

木村・福原・渡辺

脳神経外科

整形外科

内分泌外科

眼科

皮膚科

耳鼻咽喉科・
頭頚部外科

漢方科

婦人科

乳腺外科

健康診断

URL：https://tsurukamekai.jp/

月 火 水 木 金 土

田中（龍）・高取

土方・林(由)・竹田

石橋・馬場・田中（龍） 紺田・渡壁 田中（龍）・杉原 杉原・柳澤・24.田中（龍）

杉原・小野・柳井 和久井・小野・小林(俊) 杉本・降旗・居軒
内視鏡

甲状腺科

内
　
科

総合外来

消化器

循環器

糖尿病

呼吸器

ペインクリニック

泌尿器科


