
令和３年10月１日　現在

月 火 水 木 金

林教授
三輪診療指導医（呼吸器）
≪緩和ケア外来≫　午後のみ
村上（望）医師

≪がんゲノム外来≫ 林教授（予約制） 梶浦診療講師（消化器）
林教授
三輪診療指導医（呼吸器）

≪がんゲノム外来≫ 林教授（予約制）
梶浦診療講師(消化器）

午前 福田遺伝カウンセラー，担当医(不定期） 《NIPT》 米田（徳）診療講師
《NIPT》 伊藤助教，
福田遺伝カウンセラー,担当医(不定期）

午後 《NIPT》 伊藤助教，福田遺伝カウンセラ-
《NIPT》 伊藤助教，
福田遺伝カウンセラー,担当医(不定期）

北診療教授，黒岩客員准教授 山城客員教授，齊藤診療助手 北診療教授，齊藤診療助手 山城客員教授，北診療教授 黒岩客員准教授，齊藤診療助手

石木診療准教授 中條診療教授
瀧川医員

八木診療教授
角医員

松井（篤）医員 篠田診療准教授

【午後】小野瀬医員

山田（徹）客員教授 田中診療指導医 猪又診療准教授

　呼吸器内科

中川准教授 絹川教授，城宝診療教授 中村助教 中村助教 絹川教授，城宝診療教授

上野診療准教授，今村講師 上野診療准教授，今村講師

福田助教，傍島助教，片岡助教 福田助教，傍島助教，片岡助教

牛島助教，田中診療助手 牛島助教、小野田医員

小池特命准教授，山崎助教 小池特命准教授，山崎助教

掛下診療助手，藤岡診療助手 掛下診療助手，藤岡診療助手

安藤診療准教授，三原診療講師 藤浪診療教授 藤浪診療教授，梶浦診療講師 梶浦診療講師，寺本診療助手

南條診療講師 安藤診療准教授，植田医師 三原診療講師，南條診療講師

元尾診療講師，髙橋(冴)医員，井上医員

安田教授 林（伸）助教,  松野医員

高原客員教授，峯村客員教授

田尻診療教授

佐藤教授，和田診療准教授

村上診療教授

中辻教授，小西診療助手，山本医師 道具助教，林医師 馬場准教授，道具助教 中辻教授，温井助教 道具助教，温井助教

豊田臨床准教授（第１ ・ ３ ・ ５週）

平野臨床講師（第２・４週）

長岡助教 山本教授 長岡助教 鳴河臨床教授 山本教授

《乾癬外来》 虎井助教 《熱傷外来》  鹿児山診療講師

《光線過敏症外来》
清水教授， 三澤診療教授

《褥瘡・難治性潰瘍外来》　虎井助教 《アトピー性皮膚炎外来》　牧野診療教授

（手　術） 《腫瘍外来》　鹿児山診療講師 《水疱症外来》　牧野診療教授 （手　術）

　　　　　　　　　竹本診療助手 《脱毛症外来》　牧野診療教授

《レーザー外来》　三澤診療教授

　　　　　　　　　　　古川助教

　初　診 午　前 足立教授 野村診療教授 足立教授 廣野診療准教授 種市診療准教授

　再　診 午　前 小澤診療講師 吉田特命教授 田村診療講師 牧本診療教授 田中特命講師

《血液・免疫》　野村診療教授 《食物負荷試験》　足立（陽）医師 《血液・免疫》　野村診療教授 《内分泌》　長森診療指導医

《アレルギー》　加藤医師 《フォローアップ》　猪又医師(第2･4)， 《フォローアップ》　牧本診療教授

　　　　　　　　　　　　川﨑医師(第1･3・5)

《フォローアップ》　吉田特命教授 《アレルギー》　足立（陽）医師 《長期フォローアップ》　野村診療教授 《遺伝外来》　吉田特命教授

《アレルギー》　足立（陽）医師                       加藤医師 《フォローアップ》　田村診療講師(第1･3・5)

猪又医師(第2･4)，川﨑医師(第2･4)

《内分泌》寺下医師　

午　前 廣野診療准教授 廣野診療准教授 《成人先天性心疾患》　伊吹診療講師

午　後 伊吹診療講師 小澤診療講師

午　前 田中特命講師，田仲医師 田中特命講師，藤木診療指導医 宮診療指導医

午　後 八木診療指導医 平岩医師，藤木診療指導医 田仲医師 宮診療指導医

鈴木教授，高橋診療教授 古市診療准教授，立野医員 高橋診療教授，笹林診療講師 樋口診療准教授，坂本診療助手 松下診療助手，関医員

坂本診療助手，小林医員 樋口診療准教授，山口医員 松下診療助手，関医員 笹林診療講師，立野医員 古市診療准教授，上野医員

《ものわすれ外来》　関医員 《リエゾン外来》　古市診療准教授 《ものわすれ外来》　鈴木教授

《睡眠外来》　竹内診療指導医

《こころのリスク外来》　高橋診療教授 《こころのリスク外来》　樋口診療准教授 《こころのリスク外来》　鈴木教授 《リエゾン外来》　樋口診療准教授

《ものわすれ外来》　笹林診療講師
《精神科リエゾンチーム》
古市診療准教授，坂本診療助手

神前診療教授，森尻助教 野口教授，神前診療教授 野口教授，神前診療教授，森尻助教， 野口教授，神前診療教授 野口教授，神前診療教授

鳴戸診療講師，將積診療助手
丹内医員

亀田診療准教授，森尻助教
豊田助教，丹内医員

豊田助教，將積診療助手
亀田診療准教授，森尻助教，豊田助教
將積診療助手，丹内医員

森尻助教，鳴戸診療講師，豊田助教
將積診療助手，丹内医員

隅屋診療教授 隅屋診療教授 亀田診療准教授，鳴戸診療講師 隅屋診療教授 亀田診療准教授，鳴戸診療講師，西川医員

山岸診療講師 山岸診療講師

鳴戸診療講師 鳴戸診療講師，西川医員 西川医員 鳴戸診療講師，西川医員 鳴戸診療講師

齋藤教授，水上講師，山岸診療講師 齋藤教授，山岸診療講師 齋藤教授，水上講師，山岸診療講師 山岸診療講師，水上講師 山岸診療講師，水上講師

 第一外科

　心臓血管外科
山下(昭)講師，山下（重）診療講師
土居講師，横山診療講師
長尾特命助教

深原診療教授，山下(昭)講師
山下(重）診療講師

 診療部門 芳村教授

本間診療講師 嶋田助教

　初　　診 藤井教授 藤井教授

《肝臓・胆道・膵臓》　渋谷診療准教授 《肝臓・胆道・膵臓》　吉岡診療教授 《消化器》　小島診療指導医（午前） 《乳腺・消化器》　関根診療指導医（午後）

《食道・胃》　奥村診療教授 《消化器》　 《食道・胃》　橋本診療准教授（午後）

《大腸・肛門》　北條診療准教授 平野診療講師，三輪診療講師

《消化器》　渡辺診療講師，東海医師 沼田診療助手

松井診療准教授 松井診療准教授 三輪診療講師 松井診療准教授，柄戸医師

平野診療講師 廣川客員教授

《女性医師乳腺外来》　荒木医師　 《化学療法外来》 《女性医師乳腺外来》　金谷医師 《女性医師乳腺外来》　酒井医師　 《膵がん・膵腫瘍》　藤井教授

《化学療法外来》 《腹腔鏡，胸腔鏡下手術》　北條診療准教授

《化学療法外来》

富 山 大 学 附 属 病 院 外 来 診 療 担 当 表

区　　　　　　　　　　　　分

             総　合　診　療　科

　　　　　　臨   床  腫  瘍  部

内

科

糖尿病代謝・内分泌内科

診療部門

　リウマチ・膠原病内科

遺 伝 子 診 療 部（予約制） 福田遺伝カウンセラー，担当医(不定期） 福田遺伝カウンセラー，担当医(不定期）

朴木(博)診療講師
津田医員（隔週）
浅野医員
小檜山医員（隔週）

朴木(博)診療講師
山﨑医員
【午後】津田医員

篠田診療准教授
津田医員
木戸診療助手
川高医師
小野瀬医員

【午後】松井(祥)診療教授
　　　　　(禁煙外来･予約制)

戸邉教授
朴木(久)診療講師
瀧川医員，西村医員，渡邊医員
稲川医員，笹岡教授，岩田診療教授
岡部診療講師
角医員（月１回程度）
圓角医師（月１回程度）
桑野医員（月１回程度）
横山医員（月1回程度）

藤坂診療講師
朴木(久)診療講師，圓角医師，和田講師
西村医員（月１回程度）
渡邊医員（月１回程度）
桑野医員（月１回程度）
稲川医員（月１回程度）
横山医員（月１回程度）

猪又診療准教授
神原診療講師
岡澤診療講師
㔟藤医員
三輪診療指導医

松井(祥)診療教授
今西診療講師
徳井診療助手
水島医員
三輪診療指導医

内

科

血　液　内　科

専門外来（午前）

専門外来（午後）

和田診療准教授（再診のみ）
菊地診療講師（再診のみ）

林（有）医員，中村医員

内

科

　循環器内科
第二内科

診療部門

　腎　・　高血圧内科

牧野診療教授，虎井助教，竹本診療助手
清水教授，三澤診療教授
森診療助手

感　染　症　科

皮

膚

科

　初　　診　・　再　　診 牧野診療教授，虎井助教，古川助教

佐藤教授，神原助教

脳
神
経
内
科

　初　　診　・　再　　診

清水教授，鹿児山診療講師，森診療助手

小

児

科

午　前 《食物負荷試験》　足立（陽）医師

　小児循環器内科
　　　（予約制）

　小児発達神経科
　　　（予約制）

神
経
精
神
科

　初　　診

　専門外来（午後，予約制）

《フォローアップ》
　吉田特命教授，牧本診療教授

　再　　診

　専門外来（午前，予約制）

 11時～14時
　《胎児心エコー》　小澤診療講師

小児総合
内　　　科

専門外来

午　後

外

科 　小児循環器外科

　呼吸器一般外科

外
　
科

放
射
線
科

　放射線
　診断科

画像診断一般（ＣＴ ・
ＭＲＩ）

核医学診断

内部照射療法

血管造影　・　ＩＶＲ

　消化器外科

第二外科

診療部門 　乳腺　・　内分泌外科

　小児外科

　専門外来

　放射線治療科(予約制）

消化器内科

胃　　腸

第三内科

診療部門

肝・胆・膵

三澤診療教授，古川助教
竹本診療助手



月 火 水 木 金

富田診療講師，白石診療助手 黒田教授，赤井診療教授　　 赤井診療教授，柏崎診療講師 山本診療助手

柏崎診療講師，堀診療講師 富田診療講師，堀診療講師

安田診療教授，野上助教 下条診療教授，関診療准教授 川口教授，渡邉診療助手

伊藤助教，鈴木助教 平岩医員，二川医員 峯医員，牧野医員，廣川医員

頭川診療助手

《脊椎》　川口教授，牧野医員，二川医員 《脊椎》　二川医員 《脊椎》　川口教授，牧野医員

《脊椎・腫瘍》　安田診療教授，鈴木助教 《脊椎・腫瘍》　安田診療教授 《脊椎・腫瘍》　鈴木助教，渡邉診療助手

　　　　　　　　　 渡邉診療助手 《脊椎・側弯症》　関診療准教授

《膝関節》　下条診療教授，野上助教 《脊椎・側弯症》　関診療准教授 《膝関節》　野上助教，峯医員

《股関節》　伊藤助教，平岩医員 《膝関節》　下条診療教授，峯医員 《股関節》　伊藤助教

《手・肘外科》　頭川診療助手 《股関節》　平岩医員 《手・肘外科》　頭川診療助手，廣川医員

《オンコサーミア》　金森教授（第1，3週のみ） 《手・肘外科》　廣川医員

　初　　診 中島教授，塩﨑診療准教授 森田（恵）診療助手 塩﨑診療准教授 中島教授　

安田助教 米田（哲）診療教授 森田（恵）診療助手 当番医 吉江医師

《腫瘍》 中島教授，島診療講師，竹村助教 《産科》伊藤診療講師 《産科》 伊藤診療講師 《腫瘍》 中島教授，島診療講師

《産科》 米田（徳）診療講師 《産科》 塩﨑診療准教授

《不育症》 津田診療講師 《産科》 米田（哲）診療教授 《不育症》 齋藤医師

《プレコンセプション》津田診療講師 《不育症》 津田診療講師 《生殖/POI》 吉江医師

《腫瘍》 竹村助教 《産褥》 須田医員 《産科》 塩﨑診療准教授

《更年期・骨粗鬆症・漢方》 米澤医師 《生殖/POI》 伊東診療助手 《腫瘍》 中島教授，島診療講師

《更年期・骨粗鬆症・漢方》 鮫島医師 《リンパ浮腫》 山﨑医員

沼田医員 沼田医員，谷口医員 沼田医員，山﨑医員 新田医員 山﨑医員（第1・3・5），武田医員

《網膜》　林教授，上田診療講師 《網膜》　柳澤診療准教授 《網膜》　柳沢診療准教授（第２・４） 《斜視弱視》　三原講師 《網膜》　林教授，上田診療講師

上田診療講師 《眼炎症》　中村医員 《網膜》　上田診療講師 《角膜》　宮腰診療講師

　専門外来 《斜視弱視》　三原講師 《眼窩･眼瞼･形成･涙道》柚木診療准教授 《緑内障》　大塚助教 《眼窩･眼瞼･形成･涙道》柚木診療准教授

《緑内障・神経》　大塚助教 《緑内障・神経》　大塚助教

《眼炎症》　阿部診療助手

　一般外来 沼田医員，谷口医員 沼田医員，山﨑医員 沼田医員（第4），谷口医員（第1･3・5）

《網膜》　柳澤診療准教授，上田診療講師 《眼窩･眼瞼･形成･涙道》柚木診療准教授 《緑内障》　東條非常勤講師（第3） 《網膜》　上田診療講師

《斜視弱視》　三原講師 《眼炎症》　阿部診療助手 《斜視弱視》　三原講師 《斜視弱視》　三原講師（第1・5）

《角膜》　宮腰診療講師 《眼炎症》　阿部診療助手（第2・4） 《緑内障・神経》　大塚助教（第1・3・5） 《網膜・神経》　尾崎（弘）非常勤講師（第3） 《角膜》　宮腰診療講師

《角膜》　宮腰診療講師 《角膜》　宮腰診療講師 《眼窩･眼瞼･形成･涙道》柚木診療准教授

《緑内障・神経》　大塚助教

初診当番医（予約診療のみ） 將積教授 初診当番医 藤坂診療教授

石田診療准教授，阿部診療講師 高倉診療准教授，阿部診療講師 高倉診療准教授，舘野診療講師

舘野診療講師 伊東助教 浅井医師

《めまい》　將積教授 《めまい》　浅井医師 《めまい》　將積教授 《顔面神経検査》　伊東助教

《鼻副鼻腔》髙倉診療准教授，舘野診療講師

《腫瘍》　阿部診療講師 《難聴・補聴器》　藤坂診療教授 《アレルギー》舘野診療講師

《頭頸部》石田診療准教授，阿部診療講師 《めまい》　浅井医師 《難聴》　藤坂診療教授 《鼻涙管》 藤坂診療教授，舘野診療講師

《いびき》伊東助教 《耳鳴》　將積教授 《アレルギー》舘野診療講師

《聴覚検査・補聴器》　伊東助教

北村教授 西山講師 北村教授 渡部診療准教授 藤内診療教授

藤内診療教授 藤内診療教授，伊藤助教 西山講師，菊島医員 安川医員 伊藤助教，池端助教

《神経因性膀胱・排尿障害外来》　池端助教 《小児泌尿器外来》池端助教

《メンズヘルス外来》　渡部診療准教授 《腎移植外来》　西山講師 《小児泌尿器外来》池端助教

　（性機能障害，男性更年期障害） 《不妊・内分泌外来》

風間診療指導医（第１木曜　午後）

　初　　診　・　再　　診 佐武特命教授 小野田特命助教 葛城特命助教

　専門外来
《乳房再建・美容・再生医療・GID》
 佐武特命教授，小林医員

 《再建外科・リンパ浮腫》
      小野田特命助教

 《GID・乳腺・乳房再建・レーザー》
葛城特命助教

青木診療指導医，伊東診療講師 山崎教授，吉田診療助手 山崎教授

堀川診療講師，竹村診療准教授

《顔面・眼瞼痙攣，痙性斜頚》

青木診療指導医，伊東診療講師

 クリニック 専門外来 《透視下神経ブロック》　山崎教授 《帯状疱疹痛》

（予約制）
伊東診療講師，
竹村診療准教授，堀川診療講師

竹村診療准教授

担当医師（交代制） 担当医師（交代制） 担当医師（交代制） 担当医師（交代制） 担当医師（交代制）

野口教授，藤原助教 今上診療講師 藤原診療准教授，津野医員 冨原准教授 藤原診療准教授

立浪医員，高塚医員，村本医員 立浪医員，高塚医員，吉田医員 立浪医員，井城医員，森医員 立浪医員，高塚医員，吉田医員 布施医員，井城医員，森医員

《口腔先天異常》　野口教授 《顎変形症・咬合異常》　野口教授

藤原診療准教授 今上助教

《言語嚥下外来》　中道ＳＴ，上浦ＳＴ 《言語嚥下外来》　中道ＳＴ，上浦ＳＴ 《言語嚥下外来》　中道ＳＴ，上浦ＳＴ

嶋田教授，柴原教授，貝沼特命教授 嶋田教授，柴原教授，貝沼特命教授 嶋田教授，柴原教授，貝沼特命教授 嶋田教授，藤本准教授， 貝沼特命教授(第1・3），藤本准教授，

藤本准教授 藤本准教授 渡り助教 渡り助教 渡り助教

午
後

　救急診療　・　再　診

　再　　診 服部特命教授，今西診療助手 服部特命教授，今西診療助手

（注 １． 診療受付時間 ：　　初診，再診とも午前８時３０分から午前１１時まで。ただし，午後に予約されている場合は除きます。

２． 診療開始時間 ：　　午前９時から

３． 休 　　診　 　日　　　　　　：　　土曜日，日曜日，祝日，病院が定める休診日（８月１５日）及び年末年始（１２月２９日～１月３日）　　　　　　

４． 本 表 の 見 方 ：　　①　《　　》は，専門外来の名称です。なお，専門外来は，原則として予約制です。

：　　②　「医師」は大学院生又は研究生の身分を有する医師，「医員」は医員制度に基づく医師です。

５． お問合わせ先 ：  　詳細につきましては，各診療科（外来）に直接お尋ねください。　富山大学附属病院　ＴＥＬ ０７６―４３４―２２８１（代）

６． そ     の     他 ：　　①　急患，手術，検査や災害等発生時の緊急対応及び学会等の出席のため，担当医の不在・変更が生じる場合があります。

：　　②　急患は，災害・救命センターで（昼夜診療・年中無休）で受付けていますが，受診の際は必ず，事前にお電話でご連絡（確認）願います。

予約専用電話　０７６-４３４-７８０４

医療福祉相談  電話　０７６－４３４－７７９８

看  護  相  談  Ｆ Ａ Ｘ　０７６－４３４－５１０４

栄  養  相  談

難病医療支援室  電話　０７６－４１５－８８３０（FAX共通）

 電話　０７６－４３４－７７９８

 電話　０７６－４３４－７７２５

秋岡診療准教授

予約診療のみ 予約診療のみ

安田診療教授

渡邉診療助手，峯医員，廣川医員

関診療准教授，野上助教

伊藤助教，鈴木助教，頭川診療助手

区　　　　　　　　　　　　分

　脳血管内治療科 初診・再診

　初　　診

脳
神
経
外
科

　脳神経外科

整

形

外

科

初診・再診

産
　
科

婦

人

科

午

前

午

後

川口教授，下条診療教授

平岩医員，牧野医員，二川医員

　再　診

専門外来

専門外来

　再　　診

　再　　診 当番医

眼

科

午

前

　一般外来

午

後

　再　　診

　専門外来

耳
鼻
咽
喉
科

　初　　診

若杉診療教授，川岸医師，渕上医師

歯
科
口
腔
外
科

　初　　診

　専門外来（予約制）

和
漢
診
療
科

午
前

　初　　診　・　再　　診（予約制）

　再　　診（予約制）　　　　　　　　　　　　　　

　専門外来

麻
酔
科

午　　前
一般外来
初診・再診
（予約制）

午　　後

　術前診察（午　前）

泌
尿
器
科

　初　　診　・　再　　診

形成再建外科・美容外科

救
急
科

若杉診療教授，小宮医師，波多野医師 川岸医師，渕上医師，澁谷医師 若杉診療教授，小宮医師，渕上医師
小宮医師，川岸医師，波多野医師，
澁谷医師

《口腔腫瘍》
野口教授，今上診療講師，
池田診療講師

《腫瘍》 竹村助教

　専門外来

《斜視弱視》　三原講師
　　　　　　　　　（第2・3・4・5）

秋岡診療准教授 柏崎診療講師 柏崎診療講師

中嶋医師，木村医師
当番医

リハビリテーション科

入退院支援室　 入院前支援，退院支援

　専門外来（午前）

　専門外来（午後）

が ん 相 談 支 援 セ ン タ ー
がんに関する医療情報の提供，がん患者の在宅療養支援，がんに関するセカンドオピニオン相談，緩和ケアに関する相談，ゲノム医療に関する相談，
仕事と治療の両立に関する相談，小児・AYA世代患者の相談

医 療 福 祉 サ ポ ー ト セ ン タ ー

地域医療連携室 診療科への連絡・紹介患者さんのお問い合わせに応じています。外来受診の予約窓口（地域連携枠専用診療予約）

総合医療相談室

療養中の経済的・心理的・社会問題の解決・調整支援，社会復帰に関する相談，公費負担医療に関する相談，精神保健福祉相談

慢性疾患などに対する生活指導（個別指導），禁煙指導，受診科相談，セカンドオピニオン相談窓口，在宅療養相談

個別栄養指導（食事相談），集団栄養指導（糖尿病・減塩・妊婦等各栄養教室）

難病に関する相談，入転院施設の紹介，レスパイト入院の問い合わせ・相談窓口
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