
 月 火 水 木 金 土
1診 花田 圭太 松下 貴和 伊藤 孝 吉村 直生 渡部 晃大

2診 武田 亮二 【下肢静脈】
（他院紹介予約制）併診

武田 亮二
（他院紹介のみ・完全予約制)

武田 亮二【下肢静脈】
（他院紹介予約制）併診

武田 亮二【下肢静脈】
（他院紹介予約制）併診

武田 亮二
（他院紹介予約制）併診

3診 池尻 達紀 （再診のみ)

PM 1診 ― 松下 貴和 （再診のみ) ― ― 　

AM 1診 奥山 結香 富田 仁美 ― 奥山 結香 坂田 晋吾 （再診のみ）

PM 1診 奥山 結香 富田 仁美 坂田 晋吾 奥山 結香 坂田 晋吾

PM 1診 加川 隆三郎
（他院紹介のみ)

渡部 晃大
（他院紹介のみ)

加川 隆三郎 加川 隆三郎
（他院紹介のみ)

加川 隆三郎

AM 1診 山本 一夫 山本 一夫 樋口 敏宏 山口 真 井坂 文章

PM 1診 ― 担当医
【正常圧水頭症外来】

 担当医 （他院紹介のみ) 山口 真 担当医　2.4
【正常圧水頭症外来】

1診 土肥 正浩 ― ― 土肥 正浩 ―

2診 木谷 公紀 ― ― ― ―

1診 清水平 ちひろ
（他院紹介予約制）併診

清水平 ちひろ
（他院紹介予約制）併診

﨑山 綾乃 清水平 ちひろ
（他院紹介予約制）併診

清水平 ちひろ
（他院紹介予約制）併診

2診 﨑山 綾乃 福岡 美友紀
（他院紹介予約制）併診

福岡 美友紀
（他院紹介予約制）併診

﨑山 綾乃 福岡 美友紀
（他院紹介予約制）併診

AM 1診 ― 松原 邦彦 松原 邦彦 松原 邦彦　1.3【装具外来】 ―

PM 1診 ― ― ― ― ―

1診 赤尾 利弥 （完全予約制）
赤尾 利弥  (初診のみ)
（他院紹介予約制）併診

赤尾 利弥　(再診のみ) 泌尿器科医 （初診のみ）
増田 憲彦 （初診のみ）
（他院紹介予約制）併診

2診 長濱 寛二 増田 憲彦 (再診のみ)
今井 一登 （初診のみ）
（他院紹介予約制）併診

― 今井 一登 （再診のみ）

3診 ― 膀胱鏡外来 (完全予約制) 膀胱鏡外来 (完全予約制) ― 膀胱鏡外来 (完全予約制)

1診 荒木 倫利 耳鼻咽喉科医 荒木 倫利　(完全予約制） 耳鼻咽喉科医 荒木 倫利

2診 白井 丈雄 相木 ひとみ 山本 さゆり　(完全予約制） 山本 さゆり 白井丈雄

1診 ― 補聴器相談外来
（完全予約制・再診のみ）

補聴器相談外来
（完全予約制・再診のみ）

補聴器相談外来
（完全予約制・再診のみ）

補聴器相談外来
（完全予約制・再診のみ）

2診 ― アレルゲン免疫療法外来
（完全予約制・再診のみ）

― ― ―

1診 井上 唯史 上田 実幸 【レーザー外来】併診 井上 唯史 井上 唯史
【リンパ浮腫外来2.4.5】併診

竹川 政裕

2診
竹川 政裕

【乳房再建外来・爪外来】
（完全予約制）

井上 唯史（完全予約制） ― ― ―

1診 ― ― リンパ浮腫外来 （再診のみ） 上田 実幸 【レーザー外来】 ―

2診 ― ― ― リンパ浮腫外来 ―

AM 1診 ― 術前外来 ― ― ― 術前外来（A/B棟）

PM 1診 術前外来 術前外来 ― 術前外来 ― 術前外来（A/B棟）

月 火 水 木 金 土

1診 坂口 徹太郎 坂口 徹太郎 担当医 担当医 猪野 正志 担当医

2診 ― 畠中 陸郎 畠中 陸郎 畠中 陸郎 畠中 陸郎 猪野 正志

PM 1診 猪野 正志 坂口 徹太郎 島川 哲郎 畠中 陸郎 猪野 正志 猪野 正志

月 火 水 木 金 土

石田 祐一 吉村 通央 石田 祐一 稲生　浩之 石田 祐一

月 火 水 木 金 土

1診 今井 裕一郎 （完全予約制） 今井 裕一郎 飯塚忠彦 今井 裕一郎 （完全予約制） 今井 裕一郎 森 宏樹 （完全予約制）

2診  宮本 絵里加 森 宏樹 （完全予約制） 髙嶌 森彦 森 宏樹 髙嶌 森彦 （完全予約制） 髙嶌 森彦

3診 黒川 聡司 髙嶌 森彦 （完全予約制） 尾崎 尚 （完全予約制） 宮本 絵里加 （完全予約制） 宮本 絵里加 （完全予約制） 尾崎 尚 （完全予約制）

4診 ― 尾崎 尚 黒川 聡司 小林 大介 （完全予約制） 黒川 聡司 （完全予約制） 黒川 聡司

5診 ― 宮本 絵里加 （完全予約制） ― ― 小林 大介 ―

1診 ― 横江 義彦 （完全予約制） ― ― ― 横江 義彦 （完全予約制）

2診 ― 森 宏樹 （完全予約制） ― ― ― 森 宏樹 （完全予約制）

1診 中尾 晶子 吉田 好紀 吉田 好紀 中尾 晶子 中尾 晶子
竺 珊 1.3.5

吉田 好紀 2.4

2診
吉田 好紀1.3.5

竺 珊　2.4
篠原 茜 藤田 雅俊 吉田 好紀 吉田 好紀 藤田 雅俊

3診 篠原 茜 竺 珊 竺 珊 藤田 雅俊 藤田 雅俊 渡邉 俊宏

4診 渡邉 俊宏 渡邉 俊宏 渡邉 俊宏 篠原 茜 竺 珊 ―

5診 ― ― ― 渡邉 俊宏 篠原 茜 ―

月 火 水 木 金 土
栗山 晶治  中村 精吾 栗山 晶治 岸 孝志 栗山 晶治 当番医

岸 孝志 岸 孝志 赤嶺 綸子 丹羽 雄一 中村 精吾 ―

丹羽 雄一 宇根 宏容 宮本 紀子 宇根 宏容 宇根 宏容 ―

― 吉村 長久 2.4 朴 真紗美　 角膜外来　4（完全予約制） 宮本 紀子 ―

― ― 丹羽 雄一 ― ― ―

栗山 晶治 中村 精吾 岸 孝志 丹羽 雄一 栗山 晶治 当番医

丹羽 雄一 アイドック外来　（完全予約制） 宇根 宏容 神経眼科外来4（完全予約制） 中村 精吾 ―

― 岸 孝志 宮本 紀子 朴 真紗美 2.4 宇根 宏容 ―

― ― 荒木 美治 宮本 紀子 宮本 紀子 ―

― ― ― 赤嶺綸子 ― ―

泌尿器科 AM

腹部一般外科
AM

乳腺科
（完全予約制）

肛門科
（完全予約制）

脳神経外科

心臓血管外科 AM

皮膚科 AM

京都下肢創傷ｾﾝﾀｰ
（完全予約制）

●D棟地下●

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科

AM

PM

形成外科

AM

PM

麻酔科
 （完全予約制）

●健診センター（A/B棟地下）●

健診
AM

放射線治療科

●A/B棟１階●

口腔外科 AM
PM

京都顎変形症センター AM
PM

歯科麻酔科 AM
PM

●アイセンター●

眼科

AM

PM



 火 水 木 金 土

1診 井村 春樹 （他院紹介)併診 西 輝人 （他院紹介)併診 神谷 亨 （他院紹介)併診 金地 研二 （他院紹介)併診 大野 博司

2診 田中 孟 （他院紹介)併診 可児 啓吾 （他院紹介)併診 堀田 亘馬 （他院紹介)併診 山田 登紀子 （他院紹介)併診 谷口 洋貴 （他院紹介)併診

3診 伊藤 貴優 （他院紹介)併診 酒見 英太 榊原 悠太 （他院紹介)併診 笠井 俊佑  （他院紹介)併診 井藤 英之 （他院紹介)併診

4診 ― ― 川口 晶子 【ｽﾄﾚｽ再診外来】 ― 酒見 英太

5診 ― ― 井上 鐘哲  （他院紹介)併診 ― 山中 宏高／ 百瀬 大貴

6診 ― 渡部 晃平
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】

吉田 常恭
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】

笠原 優人
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】

日和 良介
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】

1診 ― 川口 晶子　1.3.5
 【ｽﾄﾚｽ再診外来】

吉田 常恭
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】

― 日和 良介
【ﾘｳﾏﾁ・膠原病外来】（再診のみ）

2診 ― 谷口 洋貴
【禁煙外来】（再診のみ）

― 川口 晶子　1.3.5
 【禁煙外来】（再診のみ）

―

AM  1診 伊藤 貴優 井村 春樹
【京都市接触者健診】併診

堀田 亘馬 ― 井藤 英之

1診 栗田 亮 （他院紹介)併診 川口 晶子 人見 美鈴 （他院紹介)併診 栗田 亮 （他院紹介)併診 人見 美鈴 （他院紹介)併診

2診 中山 真之介 坂口 徹太郎　2 （完全予約制） 荒澤　壮一 長尾　宗政 川口 晶子

3診 ― ― 市田 隆文1.3【肝臓専門外来】 ― ―

1診 佐々木 康綱 佐々木 康綱 佐々木 康綱 佐々木 康綱 佐藤 悦子

2診 佐藤 悦子 坂口 才 坂口 才 佐藤 悦子 坂口 才

PM 1診 佐々木 康綱 佐々木 康綱 ― 佐々木 康綱 佐藤 悦子

1診 栗本 律子 （他院紹介)併診 横井 宏和 （他院紹介)併診 牛丸 俊平 （他院紹介)併診 柳内 隆 （他院紹介)併診 栗本 律子 （他院紹介)併診

2診 伏村 洋平 （他院紹介)併診 影山 輝  （他院紹介)併診 山﨑 真也 （他院紹介)併診 花房 克行 （他院紹介)併診 太田 悠太郎 （他院紹介)併診

3診 万井 弘基  1
【ICD/CRT外来】

― 万井 弘基 【ﾍﾟｰｽﾒｰｶ外来】 ― 万井 弘基 【不整脈外来】
（他院紹介)併診

AM 1診 重藤 誠 重藤 誠 重藤 誠 本塚　卓（再診のみ） 中西 尚子

1診 和田 裕子  川津 邦裕 小澤 恭子 坂本 光弘 木下 智晴

2診 ― 和田 裕子（他院紹介) ― 大角 倫子 （再診のみ） 坂本 光弘 （再診のみ）

3診 ― 木下 智晴 （再診のみ) ― 大曲 悠希 （再診のみ） 和田 裕子 【MCI外来】 
（完全予約制）

1診 ― 和田 裕子 (再診のみ) 小澤 恭子 ― 木下 智晴 (再診のみ)

2診 ― 木下 智晴 (再診のみ) ― ― ―

1診 前田 真治 徳永 千恵美 武野 亨 宇留野 圭 前田 真治 島川 哲郎（A/B棟）
 （完全予約制）

2診 𠮷田 淳史
宇留野 圭　1.3.5
澤村 桃子　2.4

島川 哲郎 武野 亨 澤村 桃子 ―

3診 井澤 和司 2.4 【アレルギー外来】 ― ― ― ― ―

1診 予防接種
武野 亨  1.2.4.5
赤木 健太郎  3

【小児心臓外来】

家族支援外来 真田 由希子　2.4
【小児神経外来】

ベビー外来

2診 ― 乳児検診
こころと発達の子ども

相談外来
こころと発達の子ども

相談外来
予防接種

3診 ― ― ― 家族支援外来 ―

1診
初診・

ﾍﾙｽケア
担当医 担当医

担当医 （完全予約制）1.3.5

矢野 阿壽加（完全予約制）　2.4
担当医 担当医

2診
婦人科

野溝 万吏 福谷 優貴 担当医 （完全予約制） 伊藤 美幸 瀨尾 晃司

3診
産科

三好 さゆり 瀨尾 晃司 堀 隆夫 （完全予約制） 下園 寛子 佐川 典正

1診
ﾍﾙｽケア

― ― ― 担当医 （完全予約制） 担当医 （完全予約制）

2診
婦人科

三好 さゆり 下園 寛子 ― 伊藤 美幸 佐川 典正 （完全予約制）

3診
産科

― 福谷 優貴 堀 隆夫 （完全予約制） 野溝 万吏 ―

4診 助産師外来 一ヶ月健診 助産師外来 助産師外来 助産師外来
【産後指導】（外来棟）

AM 1診
笠原 優人 （再診のみ）

【膠原病外来】  （他院紹介)併診 併
診

岩谷 裕史 渡邉 寛人  （他院紹介)併診 ― 日比 新 （再診のみ）
【膠原病外来】併診

2診 ― ― ― ― 安積 尚杜   （他院紹介)併診

1診 笠原 優人 （再診のみ） ― 細川 典久
【バスキュラーアクセス外来】併診

住田 鋼一 PD外来担当医

2診 PD外来担当医 ― ― ― ―

AM 1診 石橋 孝文 石橋 孝文 越田 全彦 石橋 孝文 森本　俊

AM 1診 ― ―
原田 秋穂  1.3.5
山代 亜紀子  2.4

― ―

PM 1診 入院相談外来 入院相談外来 ― 入院相談外来 ―

1診 土谷 美知子 長坂 行雄 （完全予約制） 土谷 美知子 長坂 行雄 （完全予約制） 土谷 美知子

2診 畑 妙 田宮 暢代 榎本 昌光 畑 妙 渡部 晃平

3診 石田 真樹 味水 瞳 佐村 和紀 古室 太誠 田宮 暢代

4診 ― 担当医 （完全予約制） ― 担当医 （完全予約制） 担当医 （完全予約制）

PM 1診 担当医 （再診のみ） 担当医 （再診のみ） 担当医 （再診のみ） 担当医 （再診のみ） 担当医 （再診のみ）

AM 1診 ― 一瀬 増太郎 北村 将司 一瀬 増太郎 堀本 かんな 

AM 1診 金井 裕彦  （再診のみ） ― 片桐 剛 金井 裕彦  （再診のみ） 金井 裕彦 　崎濱 盛三　（A/B棟）
【神経発達外来】

PM 1診 金井 裕彦 ― 片桐 剛 片桐 剛 金井 裕彦 （他院紹介のみ) ―

月

総合内科

AM

PM

心臓内科 AM

感染症科
<ﾄﾗﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ外来>  （完全予約制）

消化器内科 AM

腫瘍内科
AM

血液内科

糖尿病内科

脳神経内科
（午後は完全予約制）

AM

PM

小児科
（特殊外来は
完全予約制）

AM

PM

産婦人科

AM

PM

腎臓内科・
ﾘｳﾏﾁ科

（午後は完全予約制）

PM

緩和ケア内科
（完全予約制）

呼吸器内科
（午後は完全予約制）

AM

呼吸器外科

神経精神科
（完全予約制）


