
 

 

 

  外 来 診 療 担 当 表  ○常勤医師 ★予約制  ☎０７２－６７１－１００８     2021 年 7月 1 日現在 

午前診療 ９：００～１２：００（診療受付 8：00～11：30） 午後診療 １４：００～１７：００（診療受付 12：30～16：30） 

診療科／診察室 No 時間帯 月 火 水 木 金 土 

循環器内科 

３.５ 

午前 ○★福西貴代 ○★蓬莱 亮斗 ○★蓬莱亮斗 9-11 ○★福西貴代  ★曽山明子  

午後 
○★福西貴代 13-14 

 ★清原卓也 14-16 

○★蓬莱 亮斗 

14-16 術前外来 

○★蓬莱亮斗 

 14-16 術前外来 

○★福西貴代 13-14 

 ★十倉大輔 13-15 

★曽山明子 

14-16術前･ SAS外来 

 

消化器内科 

２-６.14.15 午前 

○★時岡 聡 ○★楢林 賢 ○★依藤直紀 ○★時岡 聡 ○★楢林 賢 

 ○★金岡秀晃 ○★森川和哉 ○★篠原由倫 ○★依藤直紀 ○★中村 憲 

 ○★佐々木 駿 ○★三戸岡英晃   

午後 
○肝臓★中村 憲 

 第 2･4 
    肝臓 ★津田泰宏   

呼吸器内科     ３ 午後 ★池田宗一郎 13-16  ★田村洋輔 13-16  ★辻 博行 13-16  

総合内科 

血液内科 

糖尿病内分泌内科 

腫瘍内科 

ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 

１.10.12 

13.14.15 

23 

午前 

総合○★出口寛文 総合 ★近藤敬一郎 総合○★出口寛文 総合○★出口寛文 総合○★金岡秀晃  

糖尿病★和田侑子 9:30-11:30 血液★ 秋岡寿一 糖尿病★長谷田文孝 

腫瘍内科★寺澤哲志 糖尿病★長谷田文孝 

糖尿病 ★重本 翔  

午後 

総合○★出口寛文 

13:30-15 

腫瘍内科★寺澤哲志 総合○★出口寛文 

13:30-15 

総合○★出口寛文 

13:30-15 

糖尿病 

★橘 恵 13-16 

 

 

 

ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 

★石田貴昭 

糖尿病○★和田侑子 

糖尿病★長谷田文孝 

ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 

★秦 健一郎 

糖尿病○★和田侑子 

一般外科・内視鏡外科 

肛門科外来 

ﾍﾙﾆｱ外来 

肝･膵外科外来 

午前 
○★田畑智丈 ○★水谷 真 ○★田儀知之 ○★佐藤 功 ○★千野佳秀 

 
○ 松本直基 ○ 担当医 熊野公束 ○ 嶌岡成佳 ○ 髙山昇一 

午後 

肝・膵外科外来 

○★田畑智丈 

肛門科外来 

○★水谷 真 

○★田儀知之 胃・大腸外科外来 

○★佐藤 功 

ｿｹｲﾍﾙﾆｱ外来 

○★千野佳秀 

 

胃･大腸外科外来 ○★松本直基   ○★嶌岡成佳 ○★髙山昇一  

７.８       

乳腺外科 

23 

午前  ★坂根純奈   ★高島祐子 第 1.3.5 

★寺沢理沙 第 2.4 

 ★第 1.3  松田高幸 

★第 2.4  徳川奉樹 午後     

整形外科 

膝ｽﾎﾟｰﾂ関節鏡ｾﾝﾀｰ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科   

33A.33B-34 

5 

午前 

○★藤田晃史 ○★森内宏充 ★安田稔人 ○★森内宏充 ○★藤田晃史 
★三幡輝久 9-11 

   7/10 7/24 7/31 
○初診 野口裕介 ○★大野博章 ★三幡輝久 ○★野口裕介 ○初診 大野博章 

○★南 巌太郎 ○初診 池田邦明 初診 飛田高志 ○初診 大保拓也 ○初診 南 巌太郎 

午後   
第 2.4○★森内宏充 

第 1.3○★南 巌太郎 

 ★藤城高志 

  14:00～16:00 
 

 

 

脳神経外科 

脊椎脊髄外来 

脳血管外来 

５.６ 

午前 ○★二村 元 ○★弘田祐己 ○★二村 元 
○★1.3.5 弘田祐己 

○★弘田祐己  
○★2.4   二村 元 

午後 
脊椎脊髄★高見俊宏 

第 1.3  14-16 

○★弘田祐己 

  13:30～15:30 

  ○★二村 元 

13:30～15:30 

 

婦人科 

51 

午前 ○★加藤稚佳子 ○★柏原宏美 ○★柏原宏美 ○★森崎秋乃  ★西江瑠璃  

午後   ○★野田洋一 2.4    

女性泌尿器科   

ｳﾛｷﾞﾈｺﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 50 

午前 ○★竹山政美 ○★加藤稚佳子 ○★竹山政美 ○★鍬田知子 ○★加藤稚佳子  

午後 
○★竹山政美 

○★渡邊成樹 

○★加藤稚佳子 ○★竹山政美 ○★鍬田知子 ○★柏原宏美(術前) 

○★加藤稚佳子 
 

泌尿器科      

10 

午前 ★小村和正 ～11:30 ★東 治人  ○★髙橋信滋   ★稲元輝生  

午後  ○★髙橋信滋  ○★渡邊成樹    

耳鼻咽喉科 

16 

午前 ○ 栗山達朗 ○ 栗山達朗   尾崎昭子 9-11 ○ 栗山達朗 ○  栗山達朗  

午後 
○ 栗山達朗 14-15 第 1.3.5 

★河田 了 14-15 

第 1･3 綾仁悠介 

2･4 和田将輝  

○ 栗山達朗 14-16 ○  栗山達朗 14-16 
 

眼科 
午前 

○★北垣尚邦 ○★北垣尚邦   前田美智子 河本良輔 ～11:00 ○★北垣尚邦  

17 ★飯田知子  眼形成外来★ 第 1.3.4.5○★北垣 鈴木浩之  

  ○★北垣尚邦 13-14 偶数月第 4 三村・藤田・佐藤 ○★北垣尚邦 13-14 ○★北垣尚邦 13-14  

 午後  ★池田恒彦 14-15     

   ○★北垣尚邦 13-14     

小児科 

11 
午前 

○ 謝花幸祐 第 1.3.5○謝花幸祐

第 2.4○謝花～11:00 

○ 謝花幸祐 ○ 謝花幸祐 ○ 謝花幸祐  

★乳児検診･予防接種  

午後  ★予防接種～16:30 ○ 謝花幸祐 13:30～・14:30～  

もの忘れ外来 午前   ★山内 繁 9-12    

12.14.15.23 午後 
 ○★南和樹 14-16:30 ★山内 繁 13-15 

○★南和樹 14-16:30 

○★南和樹 14-16:30 ○★南和樹 14-16:30  

皮膚科    

12 

午前  ○ 多田真知花 9-11   ○ 多田真知花 9-11 ○ 多田真知花 9-11  

午後 
  第 2.4 

★森脇真一 14-15 

黒川晃夫 13:30～   

歯科口腔外科 

             B1F 

午前 ○★橋口範弘 ○★橋口範弘第 2.4 ○★橋口範弘 ○★橋口範弘 ○★橋口範弘  

午後 ○★橋口範弘 13-16 ○★橋口範弘 13-16 ○★橋口範弘 13-16 ○★橋口範弘 13-16 ○★橋口範弘 13-16  

特別外来 

禁煙外来       ２  

形成外科       12 

呼吸器科  14.15 

ペイン外来     52 

神経内科       15 

ﾌｯﾄｹｱ外来 ８.10 

午前 
★神経内科 9-12 

  中村 善胤 

★ﾍﾟｲﾝ外来  10-12 

○田中源重 

★ﾌｯﾄｹｱ外来 

 

★ﾍﾟｲﾝ外来 9:30-12 

○髙橋陵太 

★呼吸器科 9-11 

  文元聰志 

★神経内科 9-12 

（もの忘れ外来） 

午後 

★形成外科 9:10-11 

   塗 隆志  
 

★骨盤底ﾘﾊ 

 第 1.3  13-16 

★呼吸器科 

  花岡伸治 

★呼吸器科 14-16:30 

  文元聰志 

第 2  中村 善胤 

★禁煙外来 隔週 

○依藤直紀 14-16  

★ﾌｯﾄｹｱ外来 ★神経内科 9-12 

木村文治 

★ﾌｯﾄｹｱ外来 13-16  

特別診療 （大阪医科薬科大学病院 教授・准教授・センター長による特別診療）★予約制 

□★樋口和秀 副院長・第二内科教授（水曜 10-12胃カメラ） 

□★東  治人 泌尿器科教授 (火曜 診察・手術) 

□★勝間田敬弘 副院長・胸部外科教授(第 1.3木曜 教育診療) 

□★河田 了    耳鼻咽喉科教授(第 1.3.5火曜 14-15診察・手術) 

□★森脇真一    皮膚科教授(第 2.4水曜 14-15診察) 

□★花岡伸治  胸部外科教授（木曜午前 診察） 


