
診療枠 診療枠
略称 略称
教授 ●教授診 木 教授 ●教授診 火

糖・内 糖尿病・内分泌(完全予約) 月・木 腫瘍 脳腫瘍 月・火・木
１型 1型糖尿病 水 小児 小児　(最終木曜除く) 火・木

リ・膠 リウマチ・膠原病 月・木 機能 機能的脳神経外科 火・木
呼 呼吸器 月・木 血管治療 脳血管内治療 月・火・木・金

教授 ●教授診 火・金 血管障害 脳血管障害 火・木
循環器 循環器センター 火・金 教授 ●教授診 月
心疾患 ●構造的心疾患(火曜は第1・3・5) 火・金 一般 整形外科疾患全般 月・水・金
不整脈 ●不整脈 火・金 膝 ●膝関節 月・水・金
ACHD ACHD 金 股 ●股関節 月・水・金
腎・高 ●腎臓高血圧 火・金 手・肘 ●手・肘外科 月・水・金
移植 腎移植 火 脊椎 ●脊椎 月
教授 ●教授診 水 脊・骨 ●脊椎・骨軟部腫瘍 月・水・金
一般 消化管一般 月・火・水 側弯 ●脊椎・側弯（水曜は第2除く） 水・金
腫瘍 消化器腫瘍 月・火・水 オンコ オンコサーミア(第1・第3のみ) 月

消・検査 消化管内視鏡検査 月・水 産 産科 月〜金
消・治療 消化管内視鏡治療 火・水・金 先天 先天感染 木

IBD 炎症性腸疾患 月・水 婦 ●婦人科 月・金
すい胆 ●膵臓・胆道センター 水・金 不育 不育症 月・水

肝 肝臓 月・水 プレ プレコンセプション 月
教授 ●教授診 月・水 漢方 漢方 火
一般 血液内科全般 月・水 POI  P・O・I外来 水
科長 ●科長診 月〜木 ヘルス 女性ヘルスケア 木
一般 和漢診療全般 月〜金 生殖 生殖外来 月・水・金
教授 ●教授診 木 教授 ●教授診 月・金
一般 脳神経内科全般 月〜木 一般 眼科疾患全般 月〜金
教授 ●教授診 火 眼瞼等 ●眼瞼，眼窩，形成，涙道 水・金
一般 感染症全般 月・水〜金 緑内 ●緑内障 水・金
HIV ●HIV専門外来 木 斜視等 ●小児・斜視・色覚（金曜は第１・5) 火・木・金
教授 ●教授診 火・水 ふどう ●ぶどう膜 火・金
一般 一般 月・木・金 角膜 ●角膜・前眼部 月・水・金
教授 ●教授診 月・水 網膜 ●網膜 火・水・金
一般 小児疾患全般 月〜金 神経 ●神経（水曜は第3・5） 水・金

アレ・呼 ●アレルギー・呼吸器 月・水 ボト ★ボトックス注射 月・木
循環器 ●循環器センター 月・木 一般 耳鼻咽喉疾患全般 月〜水・金
新生児 ●新生児 火 腫瘍 頭頸部腫瘍・頭頸部外科 火
内分泌 ●内分泌 金 めまい ●先端めまいセンター 火・水
神経 ★●神経 火・水 教授 ●教授診 月

血・腫 ●血液・腫瘍 火・木 一般 泌尿器全般 月〜金
心エコー ●胎児心エコー 火 ヘルス メンズヘルス 月

頭 ●頭のかたち 火 移植 腎移植 火
一般 精神疾患全般 月〜金 小児 小児泌尿器 火・木・金

すいみん 睡眠障害（第２・第４のみ） 木 不妊 ●不妊外来（第１のみ） 木
ジェ ジェンダー 火 教授 ★●乳がん先端医療・乳房再建センター（教授診） 火

乳腺 ●乳がん先端医療・乳房再建センター 金
一般 形成外科全般 月・木・金

リンパ リンパ浮腫 月
ジェ ジェンダー 金

循環器 ●循環器センター 火・木 レーザー レーザー 金
小児 ●小児循環器センター 火・木 ペイン ペインクリニック 火・木
血管 血管外科 火・木 痛み 痛みセンター外来 火・木
下肢 下肢静脈瘤 火 帯疱 帯状疱疹関連痛 木
教授 ●教授診 火・木 教授 ●教授診 月・火
一般 ●呼吸器疾患全般 火・木 一般 歯科口腔外科疾患全般 月〜金
教授 ●教授診 月・水

消化管 消化管外科 月・水
小児 ●小児外科 水・金

すい胆 ●膵臓・胆道センター 月・水

乳腺 ●乳がん先端医療・乳房再建センター 月〜水・金 NIPT ●妊娠/NIPT 木・金

甲状腺 ●甲状腺 月・水・金 遺伝カ 保険遺伝カウンセリング 月・金

第二外科
（二外）

総合診療科
（総診）

遺伝子診療部
（遺伝）
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一般 総合診療全般 月〜木

臨床腫瘍部
（腫瘍）

一般 ●癌化学療法全般 月・木

火・金

第一外科
（一外）

★麻酔科
（麻酔）

呼吸器外科
（呼外）

歯科口腔外科
（口外）

脳神経内科
（神内）

眼科
（眼）

感染症科
（感染）

皮膚科
（皮フ）

小児科
（小児）

耳鼻咽喉科
（耳鼻）

泌尿器科
（泌尿器）

★神経精神科
（精神）

形成再建外科
・美容外科
（形成）

こどものこころと発達診療科

（こどものこころ）
教授 ★●教授診 月・木

★放射線治療科
（放科）

治療 ●放射線治療

第一内科
（一内）

★脳神経外科
（脳外）

第二内科
（二内）

整形外科
（整形）

第三内科
（三内）

産科婦人科
（産婦）

血液内科
（血内）

和漢診療科
（和漢）

地域連携枠専用診療予約枠一覧
初診完全予約制、 ★ＦＡＸ受付のみ、　　●医師指定可能
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