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恩賜 
財団 

    産科と婦人科全般にわたり地域診療の中核病院として、病診連携をふまえ診断から治療まで紹介医、患者

さんのニーズにこたえるよう努めています。分娩（周産期）は勿論のこと、婦人科悪性腫瘍手術から婦人科の
診療と治療、ほか女性診療科として、更年期診療と、子宮卵管造影やホルモン検査などの不妊治療にも取り
組み、あらゆるニーズに対応しています。悪性腫瘍に対しては手術療法、化学療法、放射線療法を組み合わ 
せた集学的治療が可能です。また、化学療法については阪大関連病院としてGOGOプロトコールに基づいて
施行しています。子宮筋腫や卵巣嚢腫などの良性疾患に対しても、できるかぎり腹腔鏡手術を基本とし、また 
子宮鏡など内視鏡治療を積極的に取り入れています。 

～産婦人科～ 

富家 真理（副部長）     森山 明宏（部長） 

・専門病床：29床 

・年間分娩依頼：450件 

・年間総手術件数：352件 

2019年度 症例・治療成績 

宇田 元      尾崎 公章      立山 彩子  

主な婦人科手術 件数 

子宮体癌手術 １２ 

卵巣癌手術 １０ 

子宮筋腫手術 ３０ 

卵巣腫瘍手術 ３０ 

腹腔鏡手術 ７５ 

  月 火 水 木 金 土 

午前 
東 千尋 （婦人科）     
宇田 元  （産科） 

森山 明宏 （婦人科）  

尾崎 公章  （産科） 
尾崎 公章 （婦人科）   
河村 省吾  (産科） 

手術・検査 
富家 真理 （婦人科）   
河野 まひる （産科） 

交替 （婦人科）      
不妊・内分泌 

午後 産後検診 予約のみ 検査 予約のみ 母乳相談 予約のみ 手術・検査 産後検診 予約のみ 母乳相談室 予約のみ 

※受付時間は、8時30分から11時30分までです。    
※土曜日の産科の外来はありません。不妊の専門外来になります。 

～外来担当表～ 
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❏第2・第4土曜日、ゴールデンウィーク等の診療体制について 
  

産科病棟よりお知らせ 

地域医療連携センターよりお知らせ 

 

～  大阪府済生会中津病院 地域医療連携センター（病診連携室） 受付時間のご案内  ～ 
                                   【平日】 9 時 00 分～19 時 30 分  【第1.3.5土曜】 9 時 00 分～16 時 45 分 

                                             直通TEL： 06－6372－1036 （第2.4土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

                                             直通FAX： 06－6372－6871 （24 時間受信可） 

                                              ※上記受付時間外にFAX受信したものは、翌受付日以降の対応となります。 

                                                ※申込書・依頼書の書式は、ホームページからダウンロード可能です。 

 

❏入職・退職医師について 
  別紙をご参照ください。 

    当院で出産予定の方はご参加いただけます。

産婦人科医師、助産師等からの妊娠中のアドバ
イスがあり、素敵なマタニティライフを送ることが
できるようにサポートしています。 
    第5回マザークラスは、夫（パートナー）も参加

していただける日を随時設けています。尚、完全
予約制のため、定員12名となっておりますので、
お早めにご予約ください。 
    ご予約をご希望の際は、電話でのご予約は
承っておりませんので、直接北棟2階の産婦人科
受付にてお尋ねください。 

内容 担当 対象者 

第1回 ①妊娠中の皆様へ 産婦人科医師 16週以降 

第2･3回 ②社会資源・栄養について 
MSW 

栄養士 
16週以降 

第4回 ③妊娠中の生活 助産師 20週以降 

第5回 ④入院・分娩について 助産師 32週以降 

    当院産科病棟サイトでは、妊娠・出産・産後のことについて、
産科病棟スタッフがブログをアップしております。 
是非ご覧ください。 
http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/maternity/staff_blog/ 
(トップページ＞産科病棟＞産科ブログ) 

【産婦人科マザークラスについて】 

【育児サークルについて】 【産科病棟blog（HELLOBABY）について】 

※緊急の患者さんのご紹介は、06－6372－0333（代表）までご連絡ください。 

❤Hello Baby❤ 

こちらのQRコードからも 
アクセス可能です。 

5月1日（金） 平常通り 

5月2日（土） 平常通り 

5月3日（日） 休診 

4月25日（土） 休診 

4月29日（水） 休診 

4月30日（木） 平常通り 

5月4日（月） 休診 

5月5日（火） 休診 

5月6日（水） 休診 

日時    第2木曜日・第4金曜日 

       14:00～16:00 

場所    南棟2階 

対象    1歳までのお子さんとお母さん 

参加費   なし  

ミルク・離乳食 

断乳・卒乳 

離乳食 

おもちゃの選び方 

口腔の手入れ 

手遊び 

予防接種 

小児の事故 

スキンヘッド 

ベビーマッサージ 

小児の病気（夏風邪・あせも） 

アレルギーについて 

病院受診のタイミング 

小児の病気（インフルエンザ・風邪） 

嘔吐・下痢 

小児の病気（ウイルス） 

レクチャー内容 

※内容と場所はホームページをご確認下さい。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の 
   ため当面の間休止しております。 

5月9日（土） 休診 

5月23日（土） 休診 

5月30日（土） 休診（創立記念日） 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため               
     当面の間休止しております。 

http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/maternity/staff_blog/


●令和2年3月末退職医師

・野田　彰大 専攻医 （呼吸器内科）　　　　 ・長命　俊也 医員 （心臓血管外科）
・向山　知佑 専攻医 （外科） ・高瀬　真吾 医員 （糖尿病内分泌内科)
・山本　果奈 医員 （糖尿病内分泌内科） ・中島　友也 専攻医 （膠原病内科）
・三宅　広彦 専攻医 （病理診断科） ・大塚　崇史 医員 （消化器内科）
・橋村　弘毅 医員 （消化器内科） ・三浦　高裕 専攻医 （消化器内科）
・山口　奈奈子 専攻医 （消化器内科） ・藤田　宏之 専攻医 （消化器内科）
・岡本　典大 医員 （消化器内科） ・立山　彩子 医員 （産婦人科）
・常弘　あずさ 医員 （産婦人科） ・久　周作 専攻医 （産婦人科）
・小寺　智子 医員 （麻酔科） ・羽阪　めぐみ 医員 （麻酔科）
・中村　佳世 医員 （麻酔科） ・潮田　梓 医員 （麻酔科）
・谷口　安紀子 医員 （麻酔科） ・須田　万理 医員 （麻酔科）
・服部　洸輝 医員 （腎臓内科） ・長谷川　申治 医員 （腎臓内科）
・大原　隆暉 専攻医 （腎臓内科） ・恵木　丈 部長 （整形外科）
・楊　裕健 副部長 （整形外科） ・白川　裕一郎 医員 （整形外科）
・竹内　弘之 専攻医 （整形外科） ・古川　昌吾 専攻医 （耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
・許　正翰 医員 （循環器内科） ・太田　絵里 医員 （循環器内科）
・麻田　裕之 専攻医 （循環器内科） ・岡山　裕介 専攻医 （血液内科）
・野崎　優子 医員 （眼科）

●令和2年4月入職医師

・小山　孝一 センター長 （PETセンター） ・乾　健太郎 部長 （整形外科）
・万代　幸司 医員 （整形外科） ・永田　浩之 医員 （整形外科）
・小浪　裕幸 専攻医 （整形外科） ・久保田　敏文 専攻医 （整形外科）
・田井　謙太郎 医員 （外科） ・佐々木　強 医員 （脳神経外科）
・野田　　怜 医員 （心臓血管外科） ・髙木　春花 専攻医 （耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
・富田　雄一郎 医員 （放射線診断科） ・古曽部　和彦 医員 （麻酔科）
・小澤　満喜子 医員 （麻酔科） ・宮田　有香 医員 （麻酔科）
・中根　孝彦 医員 （血液内科） ・田垣内　優美 医員 （血液内科）
・塩見 一郎 専修医 （血液内科） ・野田　万理 医員 （消化器内科）
・迫　智也 医員 （消化器内科） ・片山　宜郎 専攻医 （消化器内科）
・網岡　勝平 専攻医 （消化器内科） ・野中　貴裕 専攻医 （消化器内科）
・山口　翼 専攻医 （消化器内科） ・仲　郁子 医員 （膠原病内科）
・瀬尾　英伸 専攻医 （循環器内科） ・宋　優亨　 専攻医 （循環器内科）
・日下部　悠介 専攻医 （呼吸器内科） ・太田　和輝 専攻医 （呼吸器内科）
・安彦　美江 専攻医 （糖尿病内分泌内科） ・高須　悠一 専攻医 （糖尿病内分泌内科）
・大石 絵美子 専攻医 （腎臓内科） ・河村　省吾 専攻医 （産婦人科）

新任・退職リスト
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