
　　　　　　　
     大分大学医学部附属病院

令和５年１月１日現在

月 火 水 木 金

 呼吸器内科 初・再診
 濡木 真一、横山 敦
 橋本 武博

 小宮 幸作、水上 絵理
 安田 ちえ、松本 紘幸

 水上 絵理、山末 まり
 大森 翔太

 平松 和史、吉川 裕喜
 安田 ちえ、竹野 祐紀子

 竹野 祐紀子、山末 まり
 首藤 久之

 感染症内科 初・再診  濡木 真一、橋本 武博  小宮 幸作  水上 絵理  平松 和史  首藤 久之

 内分泌・糖尿病内科 初・再診
 柴田 洋孝、野口 貴昭
 正木 孝幸 (午前再診のみ)

 岡本 光弘、松田 直樹  尾関 良則、宮本 昇太郎
 後藤 孔郎 (午後再診のみ)

 後藤 孔郎、佐田 健太朗
 岡本 光弘 (午前再診のみ)

 正木 孝幸、吉田 雄一
 仲間 寛

 内分泌・糖尿病内科 初・再診  岡本 光弘 (午後)  岡本 光弘 (午後)

 腎臓内科 初・再診  山﨑 侑子 (午後)  担当医 (午後)

 腎臓内科 初・再診  内田 大貴  工藤 明子  田崎 絢子 (再診のみ)  中田 健  福田 顕弘

初・再診
(午前）

 安倍 いとみ、大村 雄一
 梅木 達仁

 尾崎 貴士、森山 かおり
 安倍 いとみ

 尾崎 貴士 (再診のみ)  森山 かおり、堀田 美鈴  今田 千晴、森山 かおり
 安倍 いとみ

再診
(午後)

 大村 雄一、梅木 達仁  尾崎 貴士、森山 かおり
 安倍 いとみ

 尾崎 貴士、大村 雄一  今田 千晴、森山 かおり
 安倍 いとみ

 脳神経内科 初・再診
 花岡 拓哉  松原 悦朗、木村 成志

 木村 有希
 軸丸 美香  増田 曜章、佐藤 龍一

 ボツリヌス療法外来
初・再診
(午後)

 佐藤 龍一

 物忘れ外来
初・再診
(午後)

 木村 成志  藪内 健一

 遺伝外来
初・再診
(午後)

 中村 憲一郎

 消化器内科 初・再診

 平下 有香、髙橋 晴彦
 力丸 真理奈
 遠藤 美月 (午後)
 齋藤 衆子 (午後)

 福田 健介、荒川 光江
 齋藤 衆子、園田 雄斗

 遠藤 美月、水上 一弘
 岡本 和久、石橋 恵美子
 寺師 尚平

 村上 和成、堤 康志郎
 福田 昌英、荒川 光江
 得丸 智子、小坂 聡太郎

 村上 和成、小川 竜
 岩尾 正雄、石橋 恵美子
 成安 赳彦

 ピロリ菌外来 初・再診
 山岡 吉生／内田 智久

　
 村上 和成
 水上 一弘 (午後)

 循環器内科 初・再診
 秋岡 秀文、福田 智子
 福井 暁

 油布 邦夫、斉藤 聖多郎
 御手洗 和毅

 秋好 久美子、田原 功道  中川 幹子、手嶋 泰之
 山内 秀一郎
 篠原 徹二 (午後受付)

 高橋 尚彦、米津 圭佑
 近藤 秀和

 女性専用外来 初・再診  中川 幹子

 SAS外来
(睡眠時無呼吸症候群)

初・再診
 三好 美帆、児玉 望
(午後受付)

 デバイス外来 再診  担当医 (午前)  担当医 (午後)

 不整脈疾患外来 初・再診
 福井 暁 (午前初診)
 篠原 徹二 (午後再診のみ)

 廣田 慧 (午後再診のみ)  篠原 徹二 (午後初診)  高橋 尚彦 (午前初診)

 肺高血圧症外来 初・再診  齋藤 聖多郎

 成人先天性心疾患外来 初・再診  齋藤 聖多郎

初　診
 奥廣 和樹、高野 久仁子  高野 久仁子、井谷 和人  諸鹿 柚衣  井谷 和人、緒方 正男  麻生 優花、春山 誉実

再　診  高野 久仁子、緒方 正男  井谷 和人、高野 久仁子  奥廣 和樹  緒方 正男  諸鹿 柚衣

 HTLV-1外来 初・再診  高野 久仁子、緒方 正男

 造血幹細胞移植後長期
 フォローアップ外来

初・再診
 認定看護師による
(第１週月曜日のみ)

 認定看護師による
(第３週水曜日のみ)

　

初　診  大津 智、西川 和男  大津 智

再　診  大津 智、西川 和男  大津 智  稲墻 崇、西川 和男  稲墻 崇  大津 智、西川 和男

 総合内科・総合診療科 初・再診
 吉岩 あおい、塩田 星児
 山本 恭子、吉村 亮彦
 堀之内 泰雄、筒井 勇貴

 塩田 星児、山本 恭子
 土井 恵里、堀之内 泰雄
 筒井 勇貴

 宮﨑 英士、吉岩 あおい
 吉村 亮彦、堀之内 泰雄

 吉岩 あおい、塩田 星児
 土井 恵里、堀之内 泰雄
 筒井 勇貴

 宮崎 英士、土井 恵里
 吉村 亮彦、筒井 勇貴

 女性専用外来・
 骨粗鬆外来

初・再診
 吉岩 あおい  吉岩 あおい

 もの忘れ外来 初・再診  吉岩 あおい  吉岩 あおい  吉岩 あおい

初　診  寺尾 岳、駄阿 優子  河野 健太郎、衞藤 真樹  平川 博文  井上 綾子、泉 寿彦  室長 祐彰

再　診

 寺尾 岳、河野 健太郎
 井上 綾子、平川 博文
 泉 寿彦、衞藤 真樹
 室長 祐彰

 河野 健太郎、井上 綾子
 泉 寿彦

 寺尾 岳、河野 健太郎
 井上 綾子、平川 博文
 衞藤 真樹、室長 祐彰

 河野 健太郎、平川 博文
 衞藤 真樹、室長 祐彰

 寺尾 岳、泉 寿彦

 双極性外来 初　診  寺尾 岳

 リエゾン・
 緩和ケア外来

初・再診
(要相談) (要相談) (要相談) (要相談) (要相談)

初　診  前田 美和子

再　診
 前田 美和子 (午前)  井原 健二 (午前)

 松田 史佳 (午後)
 糸永 知代 (午後)
 松田 史佳 (午後)

 前田 美和子 (午前)

 遺伝相談 (電話予約) 初　診  井原 健二、井上 真紀  島田 祐美

初　診  末延 聡一、平野 直樹

再　診
 末延 聡一 (午前)  平野 直樹 (午前)

 島田 祐美 (午前)
 末延 聡一 (午前)
 長期フォローアップ (午後)

 末延 聡一 (午前)
 平野 直樹 (午後)

初　診  小林 修  前田 知己

再　診

 小林 修 (午前・午後)  前田 知己 (午前)
 川野 奈々江 (午前)
 大川 優子 (午後)
 小栗 沙織 (午後)

 前田 知己 (午前)  小林 修 (午前・午後)
 大川 優子 (午前・午後)

初　診  木村 裕香

再　診
 清田 今日子 (午前)
 池内 真代 (午前)

 木村 裕香 (午前)

初　診  岸本 慎太郎

再　診  武口 真広 (午後)  岸本 慎太郎 (午後)

初　診  井上 真紀  前田 知己

再　診
 井上 真紀 (午前)  前田 知己 (午後)  前田 知己 (午前)  関口 和人 (午前・午後)

 NICUフォローアップ (午後)

 一般 初・再診  川野 奈々江  岸本 慎太郎  小林 修  岸本 慎太郎  松田 史佳

 乳児健診 再　診  松田 史佳、前田 美和子

 予防接種 再　診  前田 美和子 (午後)  岸本 慎太郎 (午後)

 消化管外科 初・再診

 衛藤 剛、上田 貴威
 二宮 繁生、河野 洋平

 柴田 智隆、藤島 紀  猪股 雅史、白石 憲男
 衛藤 剛、白下 英史
 二宮 繁生、赤木 智徳
 河野 洋平、圓福 真一朗
 藤島 紀

 白下 英史、赤木 智徳
 圓福 真一朗

 肝胆膵外科 初・再診
 遠藤 裕一、平下 禎二郎  遠藤 裕一、平下 禎二郎

 増田 崇、川﨑 貴秀
 増田 崇、川﨑 貴秀

 肥満外科 初・再診  太田 正之、遠藤 裕一  太田 正之、遠藤 裕一  太田 正之、遠藤 裕一

 呼吸器外科 初・再診
 杉尾 賢二、小副川 敦
 橋本 崇史

 杉尾 賢二、小副川 敦
 橋本 崇史

 小児外科 初・再診  小川 雄大  小川 雄大 (再診のみ)  小川 雄大

 小児便秘外来 初・再診
 大野 康治
(第2・4水曜日 午後)

 乳腺外科 初・再診
 杉尾 賢二、安部 美幸  杉尾 賢二、安部 美幸

(再診のみ)
 末廣 修治
(午前/再診のみ)

 心臓血管外科 初・再診
 宮本 伸二、和田 朋之
 河島 毅之

 宮本 伸二、穴井 博文
 首藤 敬史

(静脈専門外来)
 岩田 英理子
※静脈専門のみの予約とします。

外
　
　
　
科

 消化器外科

 小児外科

 精神科

 精神科

 小児科

 内分泌・代謝外来

 血液・腫瘍外来

 神経外来・重症児外来

 腎臓

 循環器

 新生児

 循環器内科

 総合内科・総合診療科

診　療　科　名 初再診別
担　　当　　医　　氏　　名

内
　
　
　
科

 呼吸器・感染症内科

 糖尿病性腎症重症化
 予防専門外来

 膠原病内科

 脳神経内科

 消化器内科

 血液内科

 血液内科

 腫瘍内科

外 来 診 療 担 当 医 一 覧 原則医療機関からの紹介・予約制



月 火 水 木 金

初・再診
 秦 暢宏、川﨑 ゆかり  阿南 光洋  森重 真毅、松田 浩幸  藤木 稔、籾井 泰朋

 大西 晃平
 久保 毅、杉田 憲司

再　診
 久保 毅、籾井 泰朋
 大西 晃平

 久保 毅  井上 亮  秦 暢宏、下村 剛
 石井 圭亮

 上田 徹 (午後)、川﨑 ゆかり

初・再診
(特殊外来)

(脳腫瘍)
 秦 暢宏

(脳腫瘍)
 籾井 泰朋

(脳血管内治療)
 久保 毅

初・再診

(股関節)
 加来 信広、細山 嗣晃
 渋田 祐太朗
(外傷)
 金崎 彰三、日野 瑛太

(腫瘍･リウマチ)
 田仲 和宏、糸永 一朗
 河野 正典、久保田 悠太

(膝関節)
 平川 雅士、松田 昌悟
 赤瀬 広弥
(小児)
 岩崎 達也
(スポーツ)
 平川 雅士

(脊椎、脊椎・脊髄腫瘍)
 宮崎 正志、阿部 徹太郎、
 迫 教晃、五所 真之輔

再　診
 糸永 一朗  片岡 晶志 (股関節)

 加来 信広

 形成外科 初・再診  清水 史明、上原 幸  岩本 直朗、平石 瞳美  清水 史明、上原 幸

 血管腫・血管奇形外来 再診
(第1水曜日)
 加藤 愛子

 きずあと外来 再診
(第2水曜日)
 清水 史明、上原 幸

 陳旧性顔面神経麻痺 再診
(第4水曜日)
 清水 史明、上原 幸

 皮膚科 初・再診
 後藤 瑞生、広瀬 晴奈  齊藤 華奈実 (再診のみ)  波多野 豊、多田 瑞穂  波多野 豊、広瀬 晴奈  後藤 瑞生、山手 朋子

 腫瘍外来 初・再診
 石川 一志、角沖 史野
 佐藤 崇興

 石川 一志／梅木 真由子
 (再診のみ)

 アトピー性皮膚炎 初・再診  広瀬 晴奈

 アトピー・円形脱毛症 初・再診  波多野 豊 (午前・初診のみ)  波多野 豊 (午前・初診のみ)  波多野 豊 (午後・再診のみ)

 皮膚アレルギー外来 再診
 広瀬 晴奈
 (第1・第3火曜日 午前)

 褥瘡外来  褥瘡対策チーム (院内のみ)

初　診  秦 聡孝  安藤 忠助  澁谷 忠正

再　診

 澁谷 忠正
 羽田 真郎 (術前外来)
 瀬治山 伸也、岩崎 和範
 井上 享

(腎不全外来：第3水曜日)
 友 雅司

 羽田 真郎、篠原 麻由香
 岩崎 和範、井上 享

 秦 聡孝、澁谷 忠正
 瀬治山 伸也、佐藤 吉泰
 安部 怜樹

 腎移植外来 初・再診  安藤 忠助

 小児外来 初・再診
 篠原 麻由香
(第2・4木曜日 13～16時)

 眼科 (一般) 初・再診

 久保田 敏昭、木許 賢一
 横山 勝彦、田村 弘一郎
 糸谷 真保、八塚 洋之
 日野 翔太

 木許 賢一、横山 勝彦
 田村 弘一郎、大木 玲子
 糸谷 真保、久保 夕樹

 久保田 敏昭、木許 賢一
 中野 聡子、大木 玲子
 久保 夕樹、八塚 洋之
 日野 翔太

 特殊外来
再　診

(未熟児) 日野 翔太
(角膜移植) 横山 勝彦

(緑内障) 久保田 敏昭
 横山 勝彦、八塚 洋之
(眼炎症) 中野 聡子
(神経眼科) 田村 弘一郎
(特殊コンタクト) 第2・4火曜日

(小児眼科) 大木 玲子 (黄斑) 木許 賢一
(義眼) 第４木曜日

(小児眼科) 大木 玲子

初　診
 鈴木 正志、渡辺 哲生
 平野 隆

 鈴木 正志、渡辺 哲生
 平野 隆

 鈴木 正志、渡辺 哲生
 平野 隆

再　診

 川野 利明、森山 宗仁
 門脇 嘉宣、立山 香織
 高倉 苑佳

 渡辺 哲生、平野 隆
 川野 利明、森山 宗仁
 門脇 嘉宣、立山 香織
 高倉 苑佳

 川野 利明、森山 宗仁
 門脇 嘉宣、立山 香織
 高倉 苑佳

 渡辺 哲生、平野 隆
 川野 利明、森山 宗仁
 門脇 嘉宣、立山 香織
 高倉 苑佳

 川野 利明、森山 宗仁
 門脇 嘉宣、立山 香織
 高倉 苑佳

 産科婦人科 初・再診

 奈須 家栄、西田 欣広
 岡本 真実子、井上 尚実
 矢野 光剛、青柳 陽子
 麻生 咲季、井上 浩太朗

 西田 正和、甲斐 健太郎
 岡本 真実子、井上 尚実
 佐藤 初美、衛藤 聡
 尾石 友子、麻生 咲季
 井上 浩太朗

 河野 康志、奈須 家栄
 西田 欣広、西田 正和
 甲斐 健太郎、佐藤 初美
 矢野 光剛、衛藤 聡
 尾石 友子、青柳 陽子

 内分泌･不妊外来 再　診
 岡本 真実子、麻生 咲季
 小畑 絵梨

 岡本 真実子、尾石 友子
 麻生 咲季

 河野 康志、尾石 友子
 青柳 陽子

 腫瘍外来 再　診
 奈須 家栄、矢野 光剛
 青柳 陽子、小西 航太

 西田 正和、甲斐 健太郎
 井上 浩太朗、小畑 絵梨

 奈須 家栄、西田 正和
 甲斐 健太郎、矢野 光剛

 産科外来 再　診
 西田 欣広、井上 尚実
 井上 浩太朗

 井上 尚実、佐藤 初美
 衛藤 聡

 西田 欣広、衛藤 聡
 佐藤 初美

 NIPT外来
初・再診
(午後)

 西田 正和、甲斐 健太郎
 井上 尚実、佐藤 初美
 衛藤 聡、青柳 陽子

初・再診
 松本 陽、本郷 哲央
 高田 彰子

 松本 陽、島田 隆一  浅山 良樹、松本 陽
 高田 彰子

 ペインクリニック 初・再診
 北野 敬明、奥田 健太郎
 山本 俊介、小林 朋暉

(要相談)
 奥田 健太郎、佐々木 美圭
 山本 俊介

 奥田 健太郎、佐々木 美圭
 小林 朋暉

(要相談)
 奥田 健太郎、佐々木 美圭
 山本 俊介

 奥田 健太郎、佐々木 美圭
 山本 俊介

 麻酔に関する紹介外来 初・再診
 松本 重清、新宮 千尋
 北野 敬明

 歯科口腔外科

 河野 憲司、河野 辰行
 阿部 史佳、野口 香緒里
 篠田 茉央、髙橋 りな

 (再診のみ)
 河野 憲司、河野 辰行
 阿部 史佳、野口 香緒里
 篠田 茉央、髙橋 りな

 (再診のみ)
 河野 辰行、阿部 史佳
 野口 香緒里、篠田 茉央
 髙橋 りな

 河野 憲司、河野 辰行
 阿部 史佳、野口 香緒里
 篠田 茉央、髙橋 りな

 阿部 史佳、野口 香緒里
 髙橋 りな

 口腔腫瘍外来  河野 憲司、河野 辰行  河野 憲司、河野 辰行  河野 憲司、河野 辰行

 口唇口蓋裂外来  河野 憲司、阿部 史佳  河野 憲司、阿部 史佳  河野 憲司、阿部 史佳

 顎変形症外来  河野 辰行  河野 辰行  河野 辰行

 口腔粘膜疾患外来  阿部 史佳  阿部 史佳

 歯科インプラント外来  河野 辰行、篠田 茉央

 周術期口腔ケア外来
(院内のみ)

 河野 辰行、阿部 史佳
 野口 香緒里、篠田 茉央
 髙橋 りな

 河野 辰行、篠田 茉央  野口 香緒里  河野 辰行、阿部 史佳
 野口 香緒里、篠田 茉央
 髙橋 りな

 野口 香緒里

 治験外来 初・再診
 上村 尚人、甲斐 恵  上村 尚人、甲斐 恵

 林 宏祐
 上村 尚人、甲斐 恵  上村 尚人、甲斐 恵  上村 尚人、甲斐 恵

 薬物療法内科外来
(お薬相談外来)

初・再診
 上村 尚人、甲斐 恵  今井 浩光  林 宏祐

 心身症外来 再　診  今井 浩光

 心理支援外来 再　診  関口 愛  関口 愛  関口 愛

 精神科 初・再診 (要相談) (要相談) (要相談) (要相談) (要相談)

 麻酔科 初・再診  奥田 健太郎 (要相談) 奥田 健太郎  奥田 健太郎 (要相談) 奥田 健太郎  奥田 健太郎

初・再診  井原 健二、井上 真紀  中村 憲一郎、島田 祐美  甲斐 健太郎、西田 正和

初・再診
 織部 和宏、西田 欣広
 毎月２回
(第２・第４木曜日午後)

初・再診
 西園 晃
 毎月２回
(第２・第４金曜日 午後)

 遺伝外来

 漢方外来

 渡航外来

 放射線科

 麻酔科

 歯科口腔外科 初・再診

 臨床薬理センター

 緩和ケア外来

 腎臓外科・泌尿器科

 泌尿器科

 眼科

 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 産科婦人科

 皮膚科

診　療　科　名

 脳神経外科

 整形外科

 形成外科

初再診別
担　　当　　医　　氏　　名


