
〒989-3126 仙台市青葉区落合四丁目3-17
地域医療連携室

外来週間担当表 Ｔ Ｅ Ｌ ： 022-391-5115（直通）
Ｆ Ａ Ｘ ： 022-391-5120（直通）
開室時間： 月～金曜日の8:30～17:00

令和3年９月 （祝日・年末年始は除く）

診療科 医師 外来 月 火 水 木 金
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

新生児科 渡邉　達也 新生児科

新患・再来 齋藤◇ 齋藤◇ 渡邉

渡邉

内田 内田 越浪 越浪 渡邉 渡邉

内田　俊彦
川嶋　有朋
越浪　正太

齋藤◇萩野　有正
梶山　あずさ＊
齋藤　潤子 ◇ １ヶ月健診 新生児科医

療育指導外来 新患・再来 齋藤◇ 齋藤◇
総合診療科 ◎印医師が担当 新患外来 虻川 稲垣 梅林 三浦森川　かをり＊

川目　裕 ◇ 遺伝外来 新　　患 月２回
川目

再　　来 月2回
川目

消化器科 虻川  大樹◎ 消化器外来 新　　患 虻川◎兼総合診療科 角田　文彦
星　　雄介

再　　来 角田 虻川
加藤　歩 角田 虻川 角田 虻川 角田

星 角田 星 角田 加藤

アレルギー科 三浦　克志◎ アレルギー外来 新　　患 三浦 堀野
◎兼総合診療科 堀野　智史 宇根岡／山口 秋

秋　　はるか  
再　　来

堀野 三浦 三浦 堀野
宇根岡　慧 宇根岡 秋 秋 宇根岡
山口　祐樹 山口 山口

免疫療法外来 秋
宇根岡
山口

リウマチ・ 梅林　宏明◎ リウマチ外来 新患・再来 梅林 梅林 梅林 梅林 梅林 梅林感染症科 桜井　博毅
◎兼総合診療科 谷河　翠 感染症外来 新患・再来 桜井 桜井 桜井

谷河 谷河 谷河
腎臓内科 稲垣　徹史◎ 腎臓内科外来 新　　患 稲垣◎兼総合診療科 木越　隆晶

再　　　来 稲垣 稲垣 稲垣 稲垣
木越 木越 木越 木越

PD外来 再　　　来 稲垣
血液腫瘍科 佐藤  篤 血液外来

新患・再来
9:00～12:00 12:00～14:00 13:00～16:00 9:00～12:00 12:00～14:00 9:00～12:00 12:00～14:00

小沼　正栄 佐藤 南條 佐藤 佐藤 小沼 佐藤 力石南條　由佳
力石　健 ＳＣＴ外来 再　　　来 第２火　13:00～16:00 第４金　9:00～11:00
鈴木　信 血友病外来 再　　　来 第４火　13:00～16:00

循環器科 田中  高志 循環器外来 新　　　患 14:00～
小澤　晃 田中
木村　正人

再　　　来
田中

田中

田中 木村
鈴木　大 小澤 小澤 木村 鈴木
六郷　由佳 木村 木村 鈴木
宮森　拓也

神経科 萩野谷　和裕 神経科外来 新　　患 萩野谷 乾 冨樫 萩野谷冨樫　紀子
乾　健彦

再　　来 冨樫　　　　　　　　大
久保

大久保
児玉　　　　　　　　　　　
　　

萩野谷　　　　　　　冨
樫

萩野谷
冨樫　　　　　　　　　　　
　乾　

萩野谷
田中◇

冨樫
遠藤　　　　　　　　　　　
　田中◇　

乾　　　　　　　　　　　　
大久保　　　　　　　
渋谷

萩野谷                     乾
遠藤　　　　　　　　　　　

　　　　　児玉                                      

冨樫
乾
大久保　　　　　　　　
遠藤
児玉　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

乾
遠藤
渋谷

大久保　幸宗
遠藤　若葉
渋谷　守栄
児玉　香織
池田　美希
庄司　理以沙＊
田中　総一郎◇　（水）

外科 遠藤　尚文 外科外来
新　　患

中村
遠藤 遠藤中村　恵美 橋本

橋本　昌俊 櫻井
櫻井　毅 再　　来 遠藤 遠藤 遠藤

中村 中村 中村
心臓血管外科 崔　禎浩 心臓血管外科外来 新　　患 崔帶刀　英樹

正木　直樹
再　　来 帶刀・正木落合　智徳

工藤　康　＊
脳神経外科 林　俊哲 脳神経外科外来 新　　患 林 林 林 林 林 林君和田　友美

本多　赳善＊ 再　　来 林 林 林 林 林 林
君和田 君和田 君和田 君和田 君和田 君和田

整形外科 落合　達宏 整形外科外来
新　　患

落合
リハビリテーション科水野　稚香 リハビリテーション外来 水野

小松　繁允 小松
佐藤　一望◇　（水）

再　　来

落合 落合 落合 落合
水野 水野 水野 水野
小松 小松 小松 小松

佐藤◇ 佐藤◇
形成外科 真田  武彦 形成外科外来 新　　患 真田　 真田　 真田　 真田　浅野　裕香

玉懸　美菜実＊ 再　　来 真田　 真田　 真田　
浅野　 浅野　 浅野　

泌尿器科 坂井  清英 泌尿器科外来 新　　患 相野谷 坂井 相野谷 坂井 相野谷 坂井
相野谷　慶子 相野谷 相野谷 第1･2･5：相野谷
清水　徹 再　　来 坂井 坂井 坂井 坂井 坂井 坂井
城之前　翼　 （検査） 相野谷 相野谷 相野谷 相野谷 相野谷 第1･2･5：相野谷
久保田　優花

新患・再来

武田　詩奈子
東北大学病院◇　木村　信吾 第1：東北大・木村◇ 第１・３・５　城之前
東北大学病院◇　佐竹　洋平 第１－５ 第１－５ 第１－５ 第3：東北大・佐竹◇
東北労災病院◇　浪間　孝重 江里口◇ 江里口◇ 久保田 第４：東北労災・浪間◇
江里口　智大◇ 第2・第5：武田 第２・４　武田

産科 室月　淳 産科外来 新患・再来 石川 石川 齋藤 齋藤/石川 室月 室月 石川 石川 齋藤 石川石川　源
齋藤　彩 産後１ヵ月健診 再　　来 石川 室月齋藤

遺伝C・NIPT 新患・再来 室月 室月 室月
眼科 一迫　玲央◇ 眼科外来 新患・再来 一迫◇ 東北大学病院◇ 東北大学病院◇ 東北大学病院◇東北大学病院 ◇
歯科口腔外科 御代田　浩伸 歯科口腔外科

・矯正歯科外来 新患・再来
御代田
後藤

御代田
後藤

御代田
後藤

御代田
後藤

御代田
後藤

御代田
後藤・矯正歯科 後藤　申江

発達診療科 奈良  隆寛 発達診療科外来 新　　患 10:00　奈良 13:30　奈良 9:00,10:30　奈良 13:00　涌澤 11:00　涌澤 13:00　涌澤 9:00,10:30奈良 14:30 奈良 10:00　奈良 13:30　奈良涌澤　圭介 11:00　涌澤 13:00　涌澤 11:00　涌澤

再　　来 奈良 奈良 奈良 奈良 奈良9：00～10：00 奈良15:30～16:30 奈良 奈良 奈良 奈良
涌澤 涌澤 涌澤 涌澤 涌澤 涌澤

麻酔科 五十嵐　あゆ子 麻酔科

再　　来 麻酔科医 麻酔科医 麻酔科医 麻酔科医 麻酔科医

井口　まり
菊地　千歌
篠崎　友哉
戸田　法子
板垣　潤

放射線科 島貫　義久  
北見　昌広　

集中治療科 小泉　沢
小野　頼母
其田　健司
泉田　侑恵

臨床病理科 武山  淳二
◇非常勤医師 ＊後期研修医 ＊後期研修医 ※再来のみ

　　

D1


