
9:00 9:00

（整形外科）

9:00 9:00

（大腸肛門外科） （泌尿器科）

中島 （循環器内科） 渡邉（大）

第２，４週 （循環器内科） 第２，４週第２，４週 (総合診療科)

大上
※完全予約制

小宮

9:00 （総合診療科） （外科） （循環器内科）

羽田 佐藤（悠） 佐野 堀口 園田 渡会
  第１週　松尾 （整形外科） （泌尿器科） 【心臓リハビリ】

その他 交代制 （外科） 9:00 （整形外科） 【禁煙外来】

土

第１，３，５週 第１，３，５週 第１，３，５週

脳神経外科 本橋 小宮 田中（誠）

9:00

（糖尿・内分泌内科） 大上 ※完全予約制

（脳神経外科） （外科） （大腸・肛門外科） （整形外科） （総合診療科） （循環器内科） （脳神経外科） （循環器内科）

秋山 宮下 石田（秀） 西野 園田 渡会
【心臓リハビリ】

手術
（緊急診療のみ）

金

白水 北條 中島

（循環器内科）（脊椎・脊髄外科） （循環器内科） （糖尿・内分泌内科）

大上
※完全予約制

9:00 9:00

（消化器内科） （総合診療科） （総合診療科） （循環器内科）

手術
（緊急診療のみ）

【心臓リハビリ】

（脳神経外科） （外科） （大腸・肛門外科） （整形外科） （総合診療科）

野池 池田 園田 渡会善本 本橋 金島 安部 宗像

木

水

谷口

9:00 9:00 9:00 9:00

（心臓血管外科）

（脊椎・脊髄外科） （糖尿内科） （循環器内科） ※完全予約制

9:00 9:00

【心臓リハビリ】

（脳神経外科） （呼吸器内科） （大腸・肛門外科） （整形外科） （総合診療科） （総合診療科） （脊椎・脊髄外科） （泌尿器科）

大上加藤 遠藤 中島 安部 稲垣(聡) 森山(徹) 田中(聡) 石塚 曽川

8:30～9:00

9:00 ※完全予約制9:00

（糖尿・内分泌内科） 【オンライン診療】 ※完全予約制

（循環器内科） （総合診療科） 9:00 （循環器内科）

（循環器内科）

（脳神経外科） （外科） （消化器内科） （整形外科） （総合診療科）

（心臓血管外科） 【心臓リハビリ】

佐々木 亀山 曽川 園田 渡会

  第５週　松尾

火

＊偶数月第2は休診

松尾 北條 谷口 秋山 宗像

  第４週　田中(聡) 9:00

（循環器内科） （循環器内科）   第３週　石田

（脳神経外科） （糖尿・内分泌内科） （大腸・肛門外科） （整形外科） （整形外科） （総合診療科） （総合診療科）   第２週　加藤

大上

  第１週　善本

渡会 清末 ※初診のみ 園田
脳神経外科

朝来野 佐藤（信） 中島 田中（誠） 渡邊（知）

月
9:00 9:00

　【　森山記念病院　外来診療予定表（AM）　】

午前
２０２２年１月４日より

*２０２１年１２月２２日更新

【受付時間】　午前外来　７：４５～１１：００ 【診療開始時間】　午前外来　８：３０～

午前　　担当医ならびに診療開始時間　※未記入は８：３０開始となります
《２階ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ室２》
【心臓リハビリ】

１診 ２診 ３診 ４診 ５診 ６診 ７診 ８診 ９診 歯科



       

【　森山記念病院　外来診療予定表（PM）】

*２０２１年１２月２２日更新

２０２２年１月４日より

　　【　　オンライン診療　完全予約制　　　】

＊松尾 （木）１４：００～

＊曽川 （火） ８：３０～ ９：００

＊澁谷 （水）１３：３０～１４：３０

  社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院

  〒134-0081 東京都江戸川区北葛西 4-3-1

         電話番号：03-5679-1211(代)

         歯科直通：03-5679-1235

 注意事項

※受付時間・診療開始時間は各診療科医師によって異なります。

※診療開始時間の記載がないのは午前は８：３０開始、午後は１４：３０開始となります。

金

第１，３，５週

（脳神経外科） １５：００受付終了 １５：３０受付終了

14:00

（脳神経外科） 大上
【頭痛外来】 （循環器内科）

松尾
※完全予約制 （循環器内科） （糖尿・内分泌内科）

第２，４週 膠原病リウマチ
外来

（大腸・肛門外科） （総合診療科） （総合診療科） （外科）

※完全予約制

14：00～15：30 14:00

15:00 【心臓リハビリ】（脳神経外科）

石田（敦） 森山（倫） 金島 岡 宮下

手術
（緊急診療のみ）

村山 白水 園田 渡会

不整脈外来 （脳神経外科）

※完全予約制 【オンライン診療】

大上
※完全予約制 ※完全予約制

※完全予約制

（神経内科） （外科） （泌尿器科） （脊椎・脊髄外科） （総合診療科）

（循環器内科）

【腹膜透析】 【心臓リハビリ】

松尾 園田 小倉 渡会

（緊急診療のみ） （腎臓内科） （循環器内科）

手術

13：30～14：30

木
澁谷 堀口 伊藤 田中（聡） 稲垣(裕) 渡会

※完全予約制 14:00
（脳神経外科） １５：００受付終了

【オンライン診療】 ※完全予約制

14：00～15：30

（心臓血管外科）

白水

14:30

（神経内科）

（消化器内科） ※完全予約制

水

第１，３，５週

第２，４週 （総合診療科） （大腸・肛門外科） （腎臓内科） 膠原病リウマチ
外来 （心臓血管外科）

谷口 金島 小山 森山（倫） 曽川 澁谷 大上 曽川
【心臓リハビリ】

18：00受付終了 16：00終了

（循環器内科）

または ※完全予約制

初診受付 （心臓血管外科）

17:00 (内科)

15:00

（脳神経外科） （外科） （大腸・肛門外科） （総合診療科） （循環器内科） （緊急診療のみ）

渡会
ペースメーカー

外来
手術 【心臓リハビリ】

火
石田（敦） 村山 中島 寺本 交代制

第３週のみ

園田

　

16:00 14:00

（腎臓内科） (循環器内科) ※完全予約制

（脳神経外科） （総合診療科） (総合診療科) （麻酔科） （神経内科）

大上

【弁膜症・SHD】
トリガーポイント

注射外来 15:00
松尾 小倉 三浦 四維 澁谷 園田

《２階ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ室２》
【心臓リハビリ】

月

午後

【受付時間】　午後外来　１３：４５～１６：３０ 【診療開始時間】　午後外来　１４：３０～

午後　　担当医ならびに診療開始時間　※未記入は１４：３０開始となります

１診 ２診 ３診 ４診 ５診 ６診 ７診 ８診 ９診 歯科 《２階透析室》
【腹膜透析】

【

【

【

【

】

【 】

【 】

【 】

【 】【


