水町メディカルグループ 水町クリニック診療担当医表
月
水町 重範

（会員・紹介患者）

火
水町 重範

水
水町 重範

木

⾦

水町 重範

水町 重範

（会員・紹介患者）

（会員・紹介患者）

（会員・紹介患者）

（会員・紹介患者）

木村 雄弘 循環器内科

小木曽 匡（会員ドック結果説明外来） 北川 雄光（診察・セカンドオピニオン） 大野 芳正 泌尿器科
慶應義塾大学 一般消化器外科
慶應義塾 常任理事
東京医科大学 泌尿器科 主任教授

内科
9:30〜11:30 午 志水 秀⾏
前

心臓血管外科

慶應義塾大学 心臓血管外科 教授

慶應義塾大学 循環器内科 専任講師

（大動脈・循環器）

（心臓疾患･不整脈・⾼血圧）

慶應義塾大学 外科学教授・前病院⻑

毎週（⽉）9:30〜11:30

毎週（⽕）9:30〜11:30

⽉1回（木）要予約 保険外

⽯井 良幸 食道・胃・十二指腸

内視鏡検査

北⾥大学北⾥研究所病院 外科学教授

専門医

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

9:00〜11:30

林⽥ 哲

14:00〜16:30

（要予約）

午

下部消化管内視鏡検査（大腸カメラ）

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

大島 剛

（会員ドック結果説明外来あり）

（内科・ドック結果）

消化器外科学 教授

木村 雄弘 循環器内科

慶應義塾大学 循環器内科 専任講師
毎週（⾦）14:30〜16:30 要予約

東京医科大学 第３内科 前主任教授

東京医科大学 呼吸器外科 主任教授

慶應義塾大学 腎臓内分泌代謝内科 専任講師 慶應義塾大学

神⽥ 武志 腎臓内科

八木 満 整形外科

（関節痛・腰痛・肩・手）

（糖尿病・代謝・内分泌内科）

（肺がん・呼吸器疾患）

（腎炎・腎機能障害・慢性腎臓疾患）

（腰痛・関節痛・脊椎）

第4（⽉）17:00〜18:30 要予約

毎週（⽕）10:00〜11:30 要予約

第4（⽔）15:00〜17:00 要予約

第２（木）14:00〜15:30 要予約

⽉1回（⾦）14:00〜16:30 要予約

皮膚科 専門外来

北郷 実 肝胆膵外来

池⽥ 徳彦 呼吸器外科

中山 光三 内科

荻窪病院元内科部⻑

東邦大学 整形外科 教授

糸井 隆夫 肝胆膵特別外来

吉村 明修 呼吸器内科

整形外科 講師

慶應義塾大学 消化器外科 准教授

東京医科大学 臨床腫瘍科診療科⻑ 教授

東京医科大学 神経内科学分野 主任教授 慶應義塾大学

相澤 仁志 神経内科

海苔 聡 整形外科

（肝・胆・膵 疾患）エコー外来

（肺がん・呼吸器疾患）

（頭痛・めまい・神経痛）

（腰痛・関節痛・脊椎）

第1（⽕） 14:00〜16:00 要予約

第３（⽔）15:00〜17:00 要予約

第3（木）15:30〜17:00 要予約

⽉1回（⾦）14:00〜16:30 要予約

⼾⽥ 正博 脳神経外科

阿部 信二 呼吸器内科

沢⽥ 哲治 リウマチ科

慶應義塾大学 脳神経外科 教授

東京医科大学 呼吸器内科 主任教授

東京医科大学 リウマチ膠原病内科 主任教授

（脳疾患経過観察）

（呼吸器病・肺疾患）

（リウマチ・膠原病）

⽉1回（⽕）14:00〜16:00

第１（⽔）15:00〜17:00 要予約

第1（木）15:30〜17:00 要予約

吉岡 邦彦 メンズクリニック

筒井 英光 甲状腺外科

整形外科 助教

飯森 眞喜雄 メンタルヘルス科

東京医科大学 消化器内科 主任教授

板橋中央総合病院 泌尿器科

東京医科大学 甲状腺外科 主任教授

東京医科大学 メンタルヘルス科 名誉教授

（肝・胆・膵）エコー検査あり

ロボット手術センターセンター⻑

（甲状腺疾患全般）

（心療内科全般・精神療法・ストレス・不眠）

第2（⽉）9:30〜11:00 超⾳波内視鏡検査 保険外（メンズクリニック全般） 要予約

（保険外）

松波 幸寿 内科

（会員ドック結果説明外来あり）

小⽥原 雅人 糖尿・高脂血症

千野 修 食道・胃・十二指腸

東海大学医学部付属東京病院

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

東京医科大学 消化器内科

後

（完全予約制）

第1・2・3（木）16:00〜18:00

保険外 要予約 保険外

要予約

第4（⽉）9:30〜11:30 保険外 要予約

水

吉村 泰典 婦人科全般・ドック

慶應義塾大学 産婦人科 名誉教授
Ｐ 第3（⽔）15:00〜17:00 保険外
Ｍ

土

乳腺外来

（肝・胆・膵）

慶應義塾大学 消化器外科 非常勤医

第1・第3（⽉）14:00〜16:00 要予約

⾃由診療

婦人科

高橋 常浩 食道・胃・十二指腸

慶應義塾大学 消化器外科前専任講師

慶應義塾大学 一般外科 専任講師

池上 博泰 整形外科

担当医

⽯井 良幸 大腸

北⾥大学北⾥研究所病院 外科学教授

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

内科

専門外来

大島 剛 食道・胃・十二指腸

慶應義塾大学 消化器外科 非常勤医

（ドック・検診担当）

林⽥ 哲 乳腺外科

慶應義塾大学 乳腺外科 専任講師

Ａ （乳腺全般・乳腺ドック）
Ｍ

第1・第3（⼟）9:00〜11:30 要予約

吉井 由⾥⼦ 婦人科

●専門医内視鏡検査受診時に専門検査予約料を別途頂戴いたします。

慶應義塾大学（婦人科全般・ドック・ピル）

●専門外来受診時には診察予約料を別途頂戴する外来がございます。

第1（⽔）14:00〜17:00 要予約

●ご予約が必要となります。特に要事前予約の外来は、担当医の予定に合わせて予約をアレンジさせていただいております。
●各担当医は変更になる場合や学会によりお休みになる場合がありますので予めご了承ください。

神野 浩光 乳腺外科

帝京大学医学部付属病院 乳腺外科 教授
隔⽉ 第4（⼟）9:00〜11:30 要予約

⽔町メディカルグループ
水町クリニック
総院⻑︓⽔町重範（内科認定医）／ 院⻑︓樋⼝泰彦
東京都新宿区⻄新宿2-7-1 ⼩⽥急第一⽣命ビル3階
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