
2022年度　各科・診療センター・特殊外来担当医一覧

● 北村　和夫 (教授) 石井　隆資 (准教授) 仲谷　寛 (教授) ★ 羽村　章 (教授) 内川　喜盛 (教授) 安藤　文人 (准教授) 小林 隆太郎 (教授) 三代　冬彦 (教授) 柳井　智恵 (教授) ○ 児玉　実穂 (講師) 柳下　寿郎 (教授) 渡邉　昌司 (准教授) ● 櫻井　健一 (教授)

横澤　茂 (准教授) ● 新田　俊彦 (講師) 大澤　銀子 (准教授) 岡田　智雄 (教授) ● 白瀬　敏臣 (准教授) 宇塚　聡 (准教授) ★ 松野　智宣 (教授) ● 塩谷　伊毅 (准教授) ● 小倉　晋 (准教授) 町田　麗子 (講師) ★ 河合　泰輔 (教授) ● 矢島　愛治 (准教授) ○ 平野　智寛 (准教授)

○ 濵田　康弘 (助教) ○ 北　大樹 (講師) ● 小川　智久 (准教授) 秋山　仁志 (教授) ○ 梅津 糸由子 (講師) ● 宮下　渉 (准教授) ● 澁井　武夫 (教授) 阿部　恵一 (講師) ○ 簗瀬 麻衣子 (講師) 小川　賀子 (助教) ● 岩田　洋 (准教授) 小松　一俊 (臨床教授) 鈴木　周平 (講師)

岡本　祐幸 (助教) 光安　廣記 (講師) 鈴木　麻美 (准教授) 石垣　佳希 (教授) 村松　健司 (講師) 内田　裕子 (講師) 荘司　洋文 (准教授) ○ 今井　智明 (講師) 石井　通勇 (講師) 元開　早絵 (助教) ★ 浅海 利恵子 (准教授) 渡辺　尚彦 (臨床教授) 安達　慶太 (助教)

大西　小雪 (助教) 中原　由絵 (講師) 加藤　智崇 (講師) ● 山瀬　勝 (准教授) 新見　嘉邦 (助教) ○ 土持　宇 (講師) ○ 藤城　建樹 (講師) 安田　麻子 (講師) 是澤　和人 (助教) 新藤　広基 (助教) ○ 林　宗廣 (講師) 五島　順子 (臨床教授) 窪田　仁美 (助教)

黒田　恭平 (助教) 滑川　初枝 (講師) 大塚　源 (助教) 石田　鉄光 (准教授) 山口 みなみ (助教) 井川　陽子 (助教) 飯田　昌志 (助教) 小谷田 貴之 (助教) 井坂　栄作 (助教) 髙橋　育美 (助教) ★ 神尾　崇 (講師) 神津　悠 (臨床准教授) 古市　基彦 (臨床講師)

東郷　尚美 (助教) 代田 あづさ (講師) 岸本　千紘 (助教) 原　節宏 (准教授) 亀岡　亮 (助教) 吉屋　慶章 (助教) ○ 田中　惇平 (助教) 五井　貴大 (助教) 近澤　俊郎 (臨床助手) 辺見　卓男 (講師)

丸野　里絵 (助教) 中西　生美 (講師) ○ 前田　祐貴 (助教) 大津　光寛 (准教授) 甲田　彩理沙 (助教) 平塚　一行 (助教) 八重樫 真由美 (臨床助手) 辻本 源太郎 (助教) 齋藤　圭輔 (助教)

木幡　雅 (助教) 河合　貴俊 (講師) 横山　知美 (助教) ○ 石川　結子 (講師) 西村　歩 (助教) 佐藤　瑶子 (助教) 結城 百合子 (臨床助手) 西川路　麻貴 (助教) ★ 永浦　まどか (助教)

森竹　宣之 (助教) 木下　光世 (助教) 小玉 美也子 (助教) 松本　智 (講師) 出口　崇 (助教) 水谷　匡佑 (助教) 米野　貴彦 (臨床助手) 巻　肇子 (臨床助手) 三枝 奈津季 (助教)

小泉　葉月 (助教) 軍司 さおり (助教) 藤倉 枝里子 (臨床助手) 猪俣　徹 (講師) 松尾　恭子 (臨床助手) 舘　晶彦 (助教) 小林 早紀子 (臨床助手) 小林　脩也 (臨床助手)

小栁　圭史 (助教) 安部　美紀 (助教) 阪　奈津子 (臨床助手) 岡山　浩美 (助教) 柳澤　綾子 (臨床助手) 窪田　大祐 (助教) 中山　理賀 (臨床助手) 辻本 瑛美子 (臨床助手)

長谷川 達也 (助教) 高橋　彬文 (助教) 杉山　祐太 (臨床助手) 我妻　由梨 (助教) 杉澤 香恵子 (臨床助手) 長谷川 美緒 (助教) 田中　慈久 (臨床助手) 寒竹　容子 (臨床助手)

小林　鷹 (助教) 池谷　旭 (臨床助手) 葛西 奈賀子 (臨床助手) 小池　未来 (助教) 中村　咲帆 (臨床助手) 柴垣　諒子 (臨床助手) 齊藤　香穂 (臨床助手) 五十嵐  勝 (教授) 奈良 陽一郎 (教授) 沼部　幸博 (教授) 志賀　博 (教授) 五味　治徳 (教授)

大橋　卓弥 (臨床助手) 渡邊　慧子 (臨床助手) 野口 由紀子 (臨床助手) 笠原 紗奈恵 (助教) 宇佐見 智里 (臨床助手) 林　剛 (臨床助手) 平山　薫 (臨床助手) 前田　宗宏 (准教授) 柵木　寿男 (准教授) 伊藤　弘 (准教授) 横山　正起 (准教授) 八田  みのり (准教授)

廣瀬　渚 (臨床助手) 古田　彩夏 (臨床助手) 眞下　絢香 (臨床助手) 與那城 リサ (臨床助手) 飯領田 采奈 (臨床助手) 李　有未 (臨床助手) 川崎 恵理子 (臨床助手) 西田　太郎 (助教) 前野　雅彦 (講師) 関野　愉 (准教授) 上杉　華子 (助教) 藤島　伸 (助教)

多村　美希 (臨床助手) 美濃　直輝 (臨床助手) 寺沼　樹里 (臨床助手) 杉山　裕哉 (臨床助手) 村田　美貴 (助教) 河本　芽 (助教) 村樫　悦子 (講師) 小見野 真梨恵 (助教) 渡邊　慧 (助教)

岩田　良子 (臨床助手) 山川 茉里萌 (臨床助手) 土井 百合香 (臨床助手) 三枝　慶祐 (助教) 五十嵐 寛子 (講師) 佐野　眞子 (助教)

小沼　晃 (臨床助手) 安部　結美 (臨床助手) 藤原　由梨 (臨床助手) 倉治　竜太郎 (講師) ★ 羽村　章 (教授)

山本　陸矢 (臨床助手) 内川　菜摘 (臨床助手) 根岸　翼 (助教) 植田　一美 (講師)

嘉悦　茉美 (臨床助手)

勝浦　杏奈 (臨床助手) 里見　貴史 (教授) 砂田　勝久 (教授) 新井  一仁 (教授) 苅部　洋行 (教授) ★ 河合　泰輔 (教授)

久　星子 (臨床助手) ★ 松野　智宣 (教授) 篠原 健一郎 (講師) 鈴木　章弘 (助教) 河上　智美 (准教授) ★ 浅海 利恵子 (准教授)

松原　萌 (臨床助手) 宮坂　孝弘 (准教授) 筒井 友花子 (講師) 栃木　啓佑 (助教) 名生　幸恵 (講師) ★ 神尾　崇 (講師)

渡辺　理絵 (臨床助手) 小林 真左子 (講師) 酒井　有沙 (助教) 佐藤　絢香 (助教) 加藤　雄一 (助教) ★ 永浦　まどか (助教)

宮澤　敦子 (助教) 島村　直宏 (助教) 馬場　龍一 (助教) 岡本　亜祐子 (助教)

米山　勇哉 (助教) 新谷　明一 (教授)

石田　祥己 (講師)

三浦　大輔　 (助教)

内科・外科　外来診療担当医表

医科　初診受付時間(月～金曜日)　　午前９：００～１１：００　午後１：００～４：００

◆ 岡田　智雄 ◆ 原　節宏 ◆ 藤城　建樹 ◆ 阿部　恵一 西村　歩 ◆ 矢島　愛治(医) ◆ 柳下　寿郎 ◆ 石井　隆資 ◆ 宇塚　聡 ◆ 代田 あづさ ◆ 矢島愛治(医) ◆ 宮下　渉 ◆ 北　大樹 ◆ 荘司　洋文 ℡03-3261-5512(直通)

羽村　章 岡田　智雄 今井　智明 内川　喜盛 五井　貴大 澁井　武夫 北村　和夫 原　節宏 小森　成 柳井　智恵 小川　智久 秋山　仁志 奈良 陽一郎 澁井　武夫

大津　光寛 澁井　武夫 渡辺昌司(医) 三代　冬彦 辻本 源太郎 渡辺尚彦(医) 石垣　佳希 滑川　初枝 澁井　武夫 鈴木　麻美 伊藤　弘 北村　和夫 柵木　寿男

小川　智久 渡辺尚彦(医) 石垣　佳希 山本　麻貴 神津　悠(医) 横澤　茂 木下　光世 渡邉昌司(医) 中西　生美 加藤　智崇 石垣　佳希 中西　生美

安田　麻子 滑川　初枝 石田　鉄光 飯田　昌志 大津　光寛 山瀬　勝 横山　知美 白瀬　敏臣 梅津 糸由子 五味　治徳 河合　貴俊

石川　結子 北　大樹 白瀬　敏臣 出口　崇 鈴木　麻美 小川　智久 加藤　雄一 宮下　渉 児玉　実穂 山瀬　勝 安部　美紀

飯田　昌志 河合　貴俊 代田 あづさ 甲田　彩理沙 宇塚　聡 岩田　洋 小柳　圭史 児玉　実穂 名生　幸恵 白瀬　敏臣 丸野　里絵

小池　未来 岡本　祐幸 梅津 糸由子 結城 百合子 中原　由絵 滑川　初枝 小沼　晃 梅津 糸由子 横山　知美 土持　宇 吉屋　慶章

小谷田 貴之 我妻　由梨 村松　健司 巻　肇子 光安　廣記 松本　智 村松　健司 小玉 美也子 大塚　源 長谷川 美緒

五井　貴大 横山　知美 安田　麻子 小林　脩也 吉屋　慶章 林　宗廣 内田　裕子 阪　奈津子 水谷　匡佑 河本　芽

軍司 さおり 小池　未来 石川　結子 辻本 瑛美子 水谷　匡佑 辺見　卓男 西脇　恵子 藤倉 枝里子 窪田　大祐 長谷川 達也

加藤　雄一 木下　光世 加藤　智崇 松尾　恭子 佐藤　瑶子 齋藤　圭輔 町田　麗子 結城 百合子 馬場　龍一 池谷　旭
※外来担当医が変更になる場合があります。

山川 茉里萌 大西　小雪 柳澤　綾子 窪田　大祐 前田　祐貴 井川　陽子 葛西 奈賀子 舘　晶彦 渡邊　慧子

山本　陸矢 木幡　雅 寒竹　容子 李　有未 杉山　祐太 元開　早絵 眞下　絢香 杉山　裕哉 多村　美希 日 本 歯 科 大 学 附 属 病 院　

杉山　祐太 横山　知美 杉澤 香恵子 柴垣　諒子 美濃　直輝 鈴木　章弘 中山　理賀 古田　彩夏 〒102-8158

小沼　晃 新見　嘉邦 中山　理賀 栃木　啓佑 林　剛 東京都千代田区富士見２－３－１６

亀岡　亮 中島　咲帆 佐藤　絢香 前野　雅彦

山口 みなみ 南　久美 藤原　由梨

土居　百合香

2022年6月現在

　●：科長　　○：医長　　◆：センター長・特殊外来長・チーム長　　★：診療科・講座併任

安達

(皮膚科)

五島

渡辺(尚)
交替制小松平野

五島

矢島
櫻井

矢島鈴木小松

櫻井

(皮膚科)

渡邉(昌)鈴木

渡辺(尚)

矢島
交替制渡邉(昌)

平野

櫻井

内科外科内科外科内科外科内科外科内科

歯科補綴学第2講座

生化学講座

歯科理工学講座

歯 科 人 間 ド ック

℡3261-5514

小児歯科学講座

高齢者歯科学

歯科保存学講座

歯科放射線学講座

℡3261-5514

口腔顔面痛 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

歯科補綴学第1講座

口腔外科学講座 歯科麻酔学講座

接着歯科学講座 歯周病学講座

歯科矯正学講座

歯の細胞バンク

外来

禁 煙 外 来マ タ ニ テ ィ

歯 科 外 来

　

口腔インプラント診療科 口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 放射線・病理診断科 内　　科

℡3261-5512

総合診療科１（歯内） 総合診療科２（保存） 総合診療科３（歯周） 総合診療科４（補綴）

℡3261-4765 ℡3261-476４ ℡3261-5512

小児歯科 矯正歯科 口腔外科 歯科麻酔・全身管理科 外　　科

℡3261-4768℡3261-4755

※ 診 療 日 は 月 曜 日

の 午 前 中

ス ポ ー ツ マ ウス

ガ ー ド 外 来

ホワイトニング

外来

心療歯科診療ｾﾝﾀｰ 顎関節症診療 ｾﾝ ﾀｰ 顎変形症診療 ｾﾝ ﾀｰ スペシャルニーズ歯科センター
い び き ・ 睡 眠 時

無呼吸症診療 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

℡3261-5513・4756 ℡3261-5513・4751 ℡3261-4754 ℡3261-4753

渡邉(昌)

櫻井

神津

古市

神津

　℡０３－３２６１－５５１１(代表)

　■〈Covid-19〉感染拡大を受け、感染拡大状況により、随時診療体制を変更することがあります。

　　詳しくは電話またはHPにてご確認ください。

℡3261-5514 ℡3261-5514 ℡3261-4755 ℡3261-4765 ℡3261-4755

口腔外科・矯正歯科

担当医と同じ

月 金木水火

午

後

午

前

外科

口 蓋 裂 歯 科 外来


