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恩賜 
財団 

 ～ 外来担当表 ～ 

◆ 月曜日・金曜日のみ予約外可、受付時間は8時30分から11時30分です。 

～ 乳腺外科～ 

    日本人女性の11人に1人が生涯乳癌を経験するまでに乳癌は増加しておりますが、分子標的薬

などの新薬の登場により予後の良い癌、命を取られない癌へと変容しつつあります。乳癌治療の主
流は、かつては手術療法でありましたが、ゲノム解析の進歩により標的因子が理解され、それに応
じた治療薬が続々と臨床の場に使用され、全身療法へとシフトし、その結果生存率向上が認められ
ております。 
    その全身治療法の進歩は2003年に発表された“乳癌は単一疾患ではなく、その遺伝子変化に

よっていくつかのグループ（サブグループ）に分類できる”ことが明らかになったことによります。その
後サブタイプの特徴が徐々に明らかにされ、それぞれの遺伝子変化に見合った治療薬選択がなさ
れ、さらに近年、各グループの遺伝子変化もさらに細分化されて未だ十分ではないものの、それぞ
れに有効な治療薬がいくつか実用化されております。今日、次世代シークエンサーによる加速する
治療薬開発はさらに乳癌生存率向上、“乳癌では命を失うことのない”へと期待が集まっております。          
  大阪府済生会中津病院 乳腺外科ではそれぞれの持たれた乳癌の遺伝子変異による特徴を捉
え、また全人的な背景からチーム医療による最良の医療を提供したいと考えております。 

 ［看護師］  ［医師事務作業補助者］  吉村 慶子  河野 範男（顧問）   森 正夫（部長）    ［事務員］   ［事務員］ 

  月 火 水 木 金 土 

午前 河野 範男 手術日 
処置 

 予約のみ 

吉村 慶子 
緩和ケア/予約のみ 

河野 範男 休診 

午後 森 正夫  
予約のみ 

  河野 範男  
予約のみ 

森 正夫 
 予約のみ 

河野 範男  
予約のみ 

  



  

❏ 新任・退職の医師について  

※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。 

別紙をご参照ください。  

 

～  大阪府済生会中津病院 地域連携･患者支援センター（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。 

 

登録医のご紹介 

〒530-0013 
大阪市北区茶屋町3-1 三晃ビル4F  
TEL：06-6359-4630 

医療法人 駆和会 
茶屋町ブレストクリニック 

院長 脇田 和幸先生 

乳腺外科よりお知らせ 

    当院は、名称どおり梅田茶屋町に位置する乳腺専門クリニックで、2020

年に法人化いたしました。乳癌診断、術後フォローを当院で受け持ち、手
術、化学療法、放射線療法などは病院で行うという病診連携パスも積極
的に導入しております。 

大阪･兵庫でも乳腺クリニックの数は増えてきましたが、済生会中津病院
から最も近い乳腺クリニックは当院になり、患者の紹介、逆紹介など大変
お世話になっております。 
1999年から乳癌患者会（大阪QOLの会）を開催しております。現在はコロ
ナ禍のためZOOMによるリモート開催ですが、いずれは済生会中津病院
の講堂でのリアル患者会を復活させたいと思っております。 
2021年から河野範男先生が就任されたこともあり、月一回程度済生会中

津病院で手術にも参加させていただいております。今後共よろしくお願い
いたします。 

❏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 
  

4月24日（土） 休診 

4月29日（木） 休診 

4月30日（金） 平常通り 

5月1日（土） 平常通り 

5月2日（日） 休診 

5月3日（月） 休診 

5月4日（火） 休診 

5月5日（水） 休診 

5月8日（土） 休診 

5月22日（土） 休診 

他領域同様、乳癌医療は日進月歩の勢いで進歩、進展しております。 海外学会、あるいは論文による試験成績の 
発表に常に注視しており、当院も積極的に臨床試験に参加あるいは提案し、乳癌治療の向上に貢献し患者さんへ最 
新治療の提供を心掛けております。 
癌研、兵庫県立成人病センター乳腺外科部長、東京医科大学乳腺科教授を経て大阪府済生会中津病院乳腺外科を
より良きものへしていきたいと赴任いたしました。 皆様、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 
 

乳腺外科 顧問 河野 範男 
 

      通称：おはなし外来  
      Clinically Applied Medical Anthropology Clinic  開設 のお知らせ 
  
“病気になる、診断される、治療を受ける”過程には、さまざまな問題や悩みが生じます。その問題や悩みを、医師が
聞き、相談にのる外来です。 
【医療とはなにか】を考える臨床医療人類学をハーバード大学アーサー・クラインマン教授に学び、その知識を生かし
て、患者さんの悩みを深堀りし、患者さんと共に着地点を模索します。患者さんや医療者の病気や医療に関するどの
ような悩みでも、受け付けています。 
ご予約は外科外来にお電話で予約ください。 

担当医師：吉村 慶子 

地域連携･患者支援センターよりお知らせ 

日本初 



●令和3年3月末退職医師

・網岡　勝平 専攻医 （消化器内科）　　　　 ・野中　貴裕 専攻医 （消化器内科）
・楠本　健人 専攻医 （消化器内科） ・八木　聡一 専攻医 （消化器内科)
・山口　翼 専攻医 （消化器内科） ・安彦　美江 専攻医 （糖尿病内分泌内科）
・宮田　智弘 医員 （循環器内科） ・河野　直樹 専攻医 （循環器内科）
・樋口　功太郎 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） ・中村　まなび 医員 （呼吸器内科）
・小路　幹人 専攻医 （膠原病内科） ・清水　克純 専攻医 （血液内科）
・三浦　晃子 医員 （血液内科） ・尾﨑　彰彦 部長 （脳神経内科）
・中村　敬 医員 （脳神経内科） ・三村　直哉 医員 （脳神経内科）
・藤原　光史 医員 （腎臓内科） ・上野　憲子 専攻医 （腎臓内科）
・高見　洋太郎 専攻医 （腎臓内科） ・芦谷　博史 副部長 （外科）
・福島　健司 医員 （外科） ・山内 　菜津子 医員 （外科）
・寺岡　貴徳 医員 （整形外科） ・南　義人 医員 （整形外科）
・上野　健太郎 医員 （整形外科） ・福山　真人 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） ・野宗　研志 部長 （眼科）
・安東　秀員 医員 （眼科） ・森川　衣里 医員 （眼科）
・浅川　卓也 医員 （眼科） ・河村　省吾 専攻医 （産婦人科）
・小林　彰太郎 専攻医 （放射線診断科） ・岩橋　円香 専攻医 （小児科・免疫ｱﾚﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ）
・金　秦雄 医員 （呼吸器外科） ・山本　直樹 副部長 （脳神経外科）

●令和3年4月入職医師

・松田　達也 専攻医 （消化器内科） ・田中　康貴 専攻医 （消化器内科）
・根来　和輝 専攻医 （消化器内科） ・黒川　晟 専攻医 （糖尿病内分泌内科）
・笠松　大悟 専攻医 （糖尿病内分泌内科） ・岩佐　浩平 専攻医 （循環器内科）
・高田　一輝 専攻医 （循環器内科） ・宮路　啓太 専攻医 （循環器内科）
・野田　彰大 専攻医 （呼吸器内科） ・藤木　貴宏 専攻医 （呼吸器内科）
・宮里　和佳 専攻医 （呼吸器内科） ・北川　怜奈 専攻医 （呼吸器内科）
・井上　学 部長 （脳神経内科） ・荒武　由利子 医員 （脳神経内科）
・根本　将 専攻医 （脳神経内科） ・式田　康人 医員 （腎臓内科）
・濱　悠馬 専攻医 （腎臓内科） ・西原　奈菜子 専攻医 （腎臓内科）
・山本　将士 医員 （外科） ・田中　亨明 専攻医 （外科）
・佐野　隼大 専攻医 （外科） ・西谷　太助 専攻医 （外科）
・吉村　慶子 医員 （乳腺外科） ・西田　洋平 医員 （整形外科）
・玄　承虎 医員 （整形外科） ・増田　翔 医員 （整形外科）
・前田　真吾 医員 （整形外科） ・山田　修司 医員 （整形外科）
・岡崎　史朗 医員 （整形外科） ・吉村　知華 専攻医 （整形外科）
・曽田　里奈 医員 （眼科） ・服部　瑞貴 医員 （産婦人科）
・谷口　君香 医員 （皮膚科） ・西森　万里子 専攻医 （小児科・免疫ｱﾚﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ）
・小川　聡幸 医員 （放射線診断科） ・米田　昌平 医員 （放射線診断科）
・吉田　悠人 専攻医 （麻酔科） ・野村　健志 医員 （形成外科）
・田根　慎也 医員 （呼吸器外科） ・安藤　悠子 専攻医 （呼吸器外科）
・西嶋　脩悟 医員 （脳神経外科） ・児嶌　悠一郎 専攻医 （脳神経外科）

新任・退職リスト
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