
2021年12月1日

●　西新井病院附属　成和クリニック　(03-5888-6601)　　
月 火 水 木 金 土

午 １階 南棟 河合 堀田 大江 小野 石田・関口 女子医大医師
（発熱外来） （発熱外来） （発熱外来） （発熱外来） （発熱外来・小児対応可） （発熱外来）

9：30～10：30予約制 9：00～10：00予約制 9：00～9：30予約制 9：00～9：30予約制 9：00～11：30予約制 9：00～9：30予約制
２階 １診 金光宇 金光宇 金光宇 金光宇

（内科） ― （内科） （内科） ― （内科）
完全予約制 完全予約制

２診 安部 山村　浩司 土田 松澤 安部 安部
（脳神経外科） （脳神経外科） （脳神経外科） （脳神経外科） （脳神経外科） （脳神経外科）

第2・4週のみ　受付は11時まで

３診 井元 鈴木　卓 廣島 佐久間 山村　彰義 佐久間　
（整形外科） (整形外科） (整形外科） (整形外科） (整形外科・一般内科） (整形外科）

５診 長久保 長久保 大学医師 長久保 長久保
（眼科） （眼科） ― （眼科） （眼科） （眼科）

６診 堀 堀 女子医大医師 女子医大医師 堀 女子医大医師
（眼科） （眼科） （眼科） （眼科） （眼科） （眼科）

３階 １１診 今野 臼田 今野 碓井 臼田 島川
(消化器外科) (消化器外科) (消化器外科) (消化器外科) (消化器外科) (消化器外科)

１２診 川鍋 石田
― （漢方内科） ― （内科） ―

１３診 安村 安村 安村 星加 安村 安村
（内科） （内科） （内科） （内科） （内科） （内科）

１４診 矢川 矢川 佐藤 矢川 矢川
（健診） （健診） （内科） （健診・骨） （健診・予防） ―

１５診 小松 青木 小松 小松 鈴木　慶二
（糖尿病内科） (腎臓内科） （糖尿病内科） （糖尿病内科） （内科） ―
9：30～13:00 9：30～13:00 9：30～13:00

１６診 河合 堀田 女子医大医師
（循環器内科） ― ― （内科） ― （内科）

１７診 星加 熱田 小野 熱田 荒川
（内科） (内科) ― （内科） (内科) （内科）

第3週は休診
１８診 實重 谷本

― ― ― （泌尿器科） （泌尿器科）

１９診 石田・飯塚 持木・飯塚 石田・黒木F 石田・飯塚 石田・飯塚 石田・飯塚
（耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） 帝京大学医師

（耳鼻咽喉科）
２０診 並木 中島 星野 関口 大江

（皮膚科） ― （皮膚科） （皮膚科） （小児科） （皮膚科）
（ティーンエイジャー総合内科）

午 １階 南棟 ― ― ― ― 関口 ―
（発熱外来・小児）
15：00～予約制

２階 １診 金光宇 金光宇 ―
（内科） ― （内科） ― ―

２診 東医療センター医師 山村　彰義 ―
― ― （脳神経外科） ― (整形外科・一般内科）

15時まで
３診 井元 鈴木　卓 廣島 佐久間 村田

（整形外科） (整形外科） (整形外科） (整形外科） （脊椎・しびれ外来） ―
第4週のみ　～15時

５診 長久保 長久保 長久保
（眼科） （眼科） ― ― （眼科） ―

６診 堀 堀 女子医大医師 女子医大医師 堀
（眼科） （眼科） （眼科） （眼科） （眼科） ―

３階 １１診 曽根 成高
（ペイン外来） ― ― ― （消化器内科） ―

第2・4週のみ　診療は14時～

１２診 川鍋 河合
（漢方内科） ― ― （循環器内科） ―

１３診 安村 安村 安村 田中
（内科） （内科） （内科） ― （糖尿病内科） ―

１４診 矢川 佐藤 矢川 堀田
― （禁煙） (内科) （健診・予防） （内科） ―

14時～16時 第2・4週のみ
１５診 小松 青木 小松 小松 星加

（糖尿病内科） (腎臓内科） （糖尿病内科） （糖尿病内科） （内科） ―
14：00～16：00 （第4週は休診） 14：00～16：00 14：00～16：00

１６診 堀田 田中 鈴木　邦彦 星加 橋本
（内科） （糖尿病内科） （漢方内科） （内科） （内科） ―

１７診 尹 熱田 小野 熱田
(内科) (内科) ― （内科） (内科) ―

１８診 荒木 杉浦 實重
（泌尿器科） ― （内科） （泌尿器科） ―

～16：00 ～16：00
１９診 石田・飯塚 持木・飯塚 石田・黒木F

（耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） （耳鼻咽喉科） ― ― ―
～16：00 ～16：00 ～16：00

２０診 久保 加藤 関口
（皮膚科） ― （皮膚科） ― （小児科）（ティーンエイジャー総合内科） ―

～16：00

医療法人社団　成和会　〒123-0845　東京都足立区西新井本町1-12-12  　TEL．03-5647-1700　FAX．03-5647-1701　　　　　　　　　　　　　　　　

※12月1日(水)、12月2日（木）は全科休診日となります。

医療法人社団 成和会 外来診療表


