
外来診療担当医表

※当院は多くの診療科が予約制となっておりますのでご注意ください。予約制の診療科につきましては、
　原則として月～金の午後2時～4時30分の間に各診療科外来へ電話連絡のうえ予約をお取りください。

2022年1月現在

診療科名 区分 月 火 水 木 金 新患予約受付
（平日 14:00～16:30）

消化器内科 新患・再来 千葉、對田、太田、髙橋、
近藤、杉山、永嶌、小林、
齊藤(朋)、白鳥

加藤(順)、小笠原、松村、
大山、中本、大野、長島、
中村、丸田、石川

加藤(直)、千葉、沖津、
杉山、齊藤(景)、興梠、
大山、中本、佐久間

今関、小笠原、加藤(順)、
三方、清野、日下部、沖元、
中村、叶川

永嶌、大野、沖元、松村、菅、
三方、近藤、岩永、
叶川、明杖、神﨑、金山

血液内科 新患・再来 三村、竹田、桑名、田中 栢森、堺田、大島、李 日野、堺田、加藤、久保寺 武藤、井関、三川、大和田 塚本、竹田、西原 医療機関によるFAX予約のみ

腎臓内科 新患・再来 相澤、辰元、井田 相澤、山初 淺沼、原、山﨑、柏木 辰元、牧野、鈴木 淺沼、木村、若林 （内線6723）

アレルギー・膠原病内科 新患・再来 鈴木(浩)、古田、石川 岩本、池田、小島、杉山、
阿部

中島、岩田、戸田、宮地 前澤、横田、矢部、田中 金井、池田、栗原、三村、
山本、鈴木(惇)

新患 小野、加藤 小野、前澤 小林、櫻井、藤本、南塚、
石渡、内藤、類家、佐藤、
落合

鈴木、石田、越坂、大野 小出、熊谷、五十嵐 （内線6723）

再来 小野、加藤 小野、林、前澤 横手、三木、櫻井、佐藤、
落合、内藤、藤本、類家、
小林、南塚

鈴木、石渡、横尾、大野、
越坂

田中、小出、熊谷、
五十嵐

新患 岡田、高岡 神田、斎藤 伊東、加藤 宮内、立石 岩花、近藤(尚)

再来 加藤、高野、宮内、小林、
三浦、大門

渡邉、岩花、北原、
菅原、加藤、中野

小林、横山、近藤(祐)、
仲野、
デバイス外来(1,3,5週)

三浦、斉藤、大門、岡田、
佐藤、廣瀬

松本、森谷、中込、梶山、
北川

呼吸器内科 新患・再来 安部、齋藤、吉岡、関根、
竹田、丸山、越川

安部、葉山、潤間、巽、
鈴木、重田、内藤

高木、堀内、川﨑、須田、
齋藤、木内

石井、日野、杉浦、勝又、
坂尾

伊狩、今本、鈴木、伊藤、
川﨑

（内線6712）

和漢診療科 新患・再来 平崎、島田 並木、根津 平崎、高橋、篠塚、黒田 龍 並木、和泉 和漢診療学講座HPを参照
（http://www.m.chiba-u.ac.jp/
class/wakan/)

新患・再来 猪狩 矢幅 谷口 猪狩 谷口

真菌症外来 亀井、渡邉 亀井、渡邉 亀井、渡邉

カウンセリング 田代 服部 石川 渡邉 伊藤

コロナフォロー
アップ漢方外
来

(和漢診療科)
 並木、根津

医療機関によるFAX予約のみ

腫瘍内科 新患・再来 滝口、大野 滝口 大野 （内線6596）

心臓血管外科 新患・再来 松浦、交代制 黄野、渡邉 黄野、渡邉 上田、乾 松宮、焼田 （内線6747）

新患 新患担当医 新患担当医 新患担当医 医療機関によるFAX予約のみ

再来 松原、村上、高橋、坂田、
丸山、宮内、加野、林、
今西、遠藤

松原、松本、丸山、高橋、
今西、栃木、豊住、磯﨑、
藏田、村上、大平、坂田、
遠藤、宮内、加野、早野

上里、豊住、大平、丸山、
藏田、栃木、磯﨑、水藤、
早野

肝胆膵外科 新患・再来 大塚、高屋敷、古川、
久保木、高野、細川

大塚、古川、高屋敷、
高野、鈴木、小西、細川

大塚、古川、高屋敷、
久保木、鈴木、酒井、
西野、三島

（内線6733、6734）

乳腺・甲状腺外科 新患・再来 長嶋、高田、坂田 高橋、坂田 長嶋、榊原、山本 藤本、山田 （内線6733）

新患 吉野、西井 鈴木、山中 吉野、太枝 医療機関によるFAX予約のみ

再来 鈴木、芳野 本橋、田中、海寳 芳野 本橋、畑、坂入

特殊 和田

麻酔・疼痛・緩和医療科 新患・再来 鐘野、水野、孫、坂口 磯野、高井 鐘野、高井、竹生 竹生 田口、山地、水野

新患 坂本、佐塚 市川、小宮、竹内、新井、
佐藤

鎌田 市川、今村、加藤 若井

再来 坂本、佐塚、竹内、佐藤、
若井、梨井、加藤、米田

市川、小宮、竹内、新井、
佐藤、鎌田、今村、佐塚

小宮、鎌田、金坂、三神 市川、今村、加藤、新井、
佐藤、裵、坂本、藤本

若井、金岡

整形外科 新患・再来 江口、井上(雅)、小谷、
稲毛、國吉、鈴木、松浦、
赤坂、金塚、鈴木

古矢、牧、大河、山口、
木村

落合、橋本、廣澤、中村、
萩原、瓦井

大鳥、折田、稲毛、志賀 赤木、佐粧、木村、古矢、
志賀

眼科 新患・再来 岩瀬、名木野、齋藤、
清水(規)、水野谷、
清水(大)、窪田、馬場、
柿栖、永井、

海保、伊藤、永井、岩瀬、
斎藤、三浦、菅原、白戸、
辰巳、横内、高相

清水(規)、伊藤、水野谷、
高綱、北村、辰巳

北村、柿栖、水野谷、麻薙、
北橋、津山、池田、白戸、
海保、馬場

清水(大)、斎藤、柿栖、
池田、新井、三浦、白戸、
四倉、横内、

医療機関によるFAX予約のみ

新患 松江/宮地 猪爪 外川

再来 松江/宮地、川島、中村 丸、塚本、栗田、松澤、
山本/中村

小熊、田頭、猪爪、外川 クリニカルカンファレンス 山﨑、浦﨑、外川

耳鼻咽喉・頭頸部外科 新患・再来 木下、新見、浜崎、米田、
山崎、鈴木、米倉、新井

黒川、船越、関田、花澤 宮田、三田、木村、
佐永田、飯沼、浜崎、
留守

木村、浜崎、川瀬 福本、鈴木、木下、栗田、
米倉、浜崎、浅井

医療機関によるFAX予約のみ

歯科・顎・口腔外科 新患・再来 鵜澤、笠松、伊豫田 笠松、伊豫田 中嶋、宮本 鵜澤、中嶋、宮本

千葉大学医学部附属病院
〒260-8677 千葉市中央区亥鼻1
電話 043-222-7171（代表）

糖尿病・代謝・内分泌内科

循環器内科

感染症内科

皮膚科

食道・胃腸外科

呼吸器外科

泌尿器科
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千葉大学医学部附属病院
〒260-8677 千葉市中央区亥鼻1
電話 043-222-7171（代表）

形成・美容外科 新患・再来 木村、窪田、緒方 三川、新井 秋田、三木、松原 秋田、石井、緒方 窪田、三川、新井、
力久（第1金曜日）

精神神経科 新患・再来 伊豫、木村、永瀬、岡東、
小田、金原

花澤、鎌田、須藤 新津、長谷川、仲田 伊豫、小松、島田、金原 橋本、石川、池水、小川 9:00～15:00

脳神経外科 新患・再来 岩立、堀口、樋口、松谷、
青柳、小林

吉田、足立 岩立、堀口、樋口、田宮、
廣野、田島、小林(英)、
松田、和泉

吉田 岩立、松谷、吉田、中野、
廣野、田島

9:00～16:30

新患 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 （内線6882、6883）

再来 平野、澁谷、杉山、森、
伊藤、枡田

山中、氷室、澁谷、森 桑原、内田、鵜沢、枡田 桑原、荒木、安田 平野、杉山、鵜沢、澤井

特殊 柏戸、平野、北山、鈴木、
石川、櫻井、和泉

青木、澁谷、水地、中村、
大谷、鵜沢、森、武藤、
枡田

小澤、大西、鈴木、赤嶺、
青墳、鵜沢、川本、村上、
関口

婦人科 新患 楯/石川 生水 生水 碓井 火・木   14:00～16:30
（内線6893）

特殊 婦人科腫瘍、生殖内分泌・不
妊、絨毛性疾患 担当医

婦人科腫瘍担当医 婦人科腫瘍、生殖内分泌・不
妊、 絨毛性疾患　担当医

婦人科腫瘍、生殖内分泌・不
妊 担当医

周産期母性科 新患 楯/石川
ハイリスク産科交代制

生水
ハイリスク産科交代制

生水
ハイリスク産科交代制

交代制
ハイリスク産科交代制

碓井
ハイリスク産科交代制

15:00～16:30
（内線6893）

再来 ハイリスク産科 ハイリスク産科、スクリーニング外
来

ハイリスク産科 ハイリスク産科、スクリーニング外
来

ハイリスク産科

新患・再来 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

専門 濱田、塩濵、内田、内川、
岩瀬、池原

菱木、日野、力石、
石和田、齋藤

今田、藤井、金野、
山出(史)、高谷、
大曽根、石和田

佐藤、山出(史)、中野、
緒方、山出(昌)

濱田、遠藤、小林、葉、
江畑、齋藤

専門外来は予約制
15:00~16:00

小児外科 新患・再来 中田 菱木、小松 照井、柴田

放射線科 新患・再来 宇野、原田、梅田、和田 渡辺、齋藤、窪田 原田、齋藤、窪田 渡辺、梅田、和田 宇野、原田、土屋 （内線6942）
MRリニアックは医療機関によるFAX予約
のみ

総合診療科 新患・再来 研修医/医員/スタッフ 研修医/医員/スタッフ 研修医/医員/スタッフ 研修医/医員/スタッフ 研修医/医員/スタッフ セカンドオピニオン制
13:00～16:00
（予約専用 043-226-2669）

冠動脈疾患治療部 新患・再来 加藤 北原 小林

こどものこころ診療部 新患・再来 佐々木、早津、橘 佐々木 9:00～16:30
（3カ月毎の予約）

遺伝子診療部 初回・再来 遺伝カウンセリング 遺伝カウンセリング 遺伝カウンセリング NIPT(新型出生前診断) 遺伝カウンセリング 9:00~17:00
（NIPTは紹介状が必要）

脳神経内科

小児科
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