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恩賜 
財団 

◆小児科の受付時間は、8時30分から11時30分です。 

～小児科、免疫・アレルギーセンター～  

 大阪の中心部に位置する病院の小児科で、小児科医は現在6名となっております。小児科専門医は4名、
感染に対応するICDも2名在籍しております。月曜日から金曜日、第1、第3、第5土曜日に診療を行っておりま
す。また、アレルギー指導医が2名在籍しております。急性期病院として、喘息発作などのアレルギー疾患、

肺炎、気管支炎、尿路感染症などの感染症に対応し、小児科一般的な疾患に対応しております。新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）の影響で、現在小児病棟が一時休床となり、小児科は個室中心の混合病棟に

なっておりますが、本院の特徴である付添が不要の入院の再開を目指しておりますので、再開できましたら、
ご兄弟、共働きのご両親のお役に立てると思っております。また、予防接種、健診も行っておりますので、地
域医療に貢献できたらと考えております。必要であれば他の施設とも連携していきますので、何かありました
ら、まずは本院に気軽にご相談してください。そこで小児科においても、事前にご紹介いただける連携枠を設
定することになりました。ぜひともご活用いただけたら幸いです。 

平口 雪子（副部長）         清益 功浩（部長）         熊谷 雄介（副部長）   

西森 万里子        寺面 浩武        山田 早紀        金 宗洙 

◎免疫・アレルギーセンターでは、主に子どものアレルギー疾患（食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレ
ルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎など）を全般的に診療しております。栄養指導、吸入指導、スキンケアなどの患者教
育について、アレルギーについての専門知識をもつ医療スタッフによって行っております。15歳以上のアレルギー疾患に

ついても各診療科と連携しており、成人を含めた舌下免疫療法を行っております。アレルギーの総合診療が特徴になっ
ておりますので、アレルギーについてもご相談ください。 

 ～ 外来担当表 ～ 

    月 火 水 木  金 土 

小児科 

午前 
平口 雪子         
寺面 浩武 

許 洋子 
熊谷 雄介         
山田 早紀 

清益 功浩 金 宗洙 交替 

午後 乳児健診 予約のみ 予防接種 予約のみ   
心臓外来 予約のみ 第2.4週          

予防接種 予約のみ 第1.3週 
乳児健診 予約のみ   

免疫アレルギー
（完全予約制） 

午前 清益 功浩 予約初診 金 宗洙 再診のみ 平口 雪子 再診のみ 
山田 早紀 再診のみ     

金 宗洙  予約初診  
清益 功浩 予約初診     

平口 雪子 再診のみ 
休診  

午後     平口 雪子 予約再診のみ   清益 功浩 予約再診のみ   



  

 

～  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。 

 

7月・8月土曜日休診日 

7月24日 休診 

  8月  7日※ 休診 

8月14日 休診 

8月28日 休診 

地域連携・患者支援センターよりお知らせ 

 本年9月1日（水）～10月10日（日）まで、北棟立体駐車場の改修工事を行います。詳細は別紙ご参照下さい。 
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

❏ 当院の立体駐車場改修工事について 

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 
    06 - 6372 - 0333 （代表）  車両係 

❏ 休診日について 

当院は、毎月第2土曜日と第4土曜日は休診となっております。 

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。 

登録医のご紹介 

〒532-0005 
大阪市淀川区三国本町2-18-30 
本町市岡ビル301号 
TEL：06-6396-8585 

清水こどもクリニック 

院長 清水 一男先生 

 当院は阪急三国駅のすぐそばにある小児科・アレルギー科のクリニックです。
済生会中津病院の小児科には、湿疹やアレルギー疾患などでお世話になって
います。 

 当院は地域の小児科として、一般診療・ワクチン・健診がメインです。開業し
てから様々なワクチンが定期接種となり、それに伴い小児疾患も変化しました。
感染性疾患の主なものがウイルス性になりました。そして抗菌剤の適正使用
が叫ばれるようになり、抗菌剤が必要でないことを確かめるため検査すること
が多くなりました。 

検査が増えるのは子どもにとってつらいことですが、子どもにとって居心地のよ
いクリニックであることを目指しています。そして当院にかかっていた子どもた
ちが大人になったときに、彼らが日本・世界を舞台にして活躍するようになって
いることを願いながら診療をしています。 

❏ 新任・退職の医師について  

・7月入職医師 

･西森 万里子  
･木下 将宏 

・6月退職医師  

･西垣内 陽      
･吉田 龍平       
･吉川 勇希  
･郷司 和貴       
･大塚 華子  

・7月復職医師 ･上村 沙紀 

（小児科･免疫アレルギーセンター） 
（泌尿器科） 

（形成外科） 

（膠原病内科） 
（小児科･免疫アレルギーセンター） 
（泌尿器科） 
（泌尿器科） 
（形成外科） 

 令和2年11月より連携枠でのご予約が可能になりました。ご予約をお取りいただくことで、親御さんも時間に余裕を
持って子供さんを連れてご来院いただけると思います。ぜひご利用下さい。 
※連携枠：月～金  午前  お申込の際は、紹介状もＦＡＸしてください。 
    これまで同様、予約外の受付けも行っております。 

❏ 小児科の連携枠について 

※8月7日（土）は、8月9日（月）祝日外来診療日の代替休診日になります。 

❏ なかつ地域医療連携WEB勉強会 

 毎月第3木曜日に医療従事者対象で開催しております『なかつ地域医療連携勉強会』ですが、今年度5月より、ZOOM
（ウェビナー）での開催に変更となりました。お申し込み方法は別紙チラシをご参照下さい。皆様のご参加を心よりお待
ち申し上げます。 

～講演予定診療科～ 
 ・8月 呼吸器外科   ・9月 糖尿病内分泌内科 



北棟立体駐車場改修工事のお知らせ 
               
                     

下記の日程にて、北棟立体駐車場改修工事を行います。    

期間中は駐車場のご利用ができません。ご来院いただく際は、 

公共交通機関のご利用をお願いします。                 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力いただきますよう、よろ

しくお願いします。 

記 

【工事期間】令和３年９月１日（水）～１０月１０日（日） 

【病院内のロータリー使用について】              

工事期間中も病院内ロータリーの使用は可能ですが、混雑が予

想されます。速やかな乗降にご協力をお願いします。    

【お車で来院された方】                  

やむを得ずお車でお越しの際は、当お知らせの裏面に近隣の駐

車場（有料※割引はございません）をご案内しております。                            

 

以上 

 

2021 年 7 月 6 日 

【問い合わせ先】 

大阪府済生会中津病院 

電話 06-6372-0333 

車両係(内線 5161) 





大阪府医師会生涯教育の認定研修です。  カリキュラムコード  42・45   
  

医療・介護従事者 

2021年8月19日[ 木 ] 

17時30分-18時30分 

対 象 

開 催
日 時 

呼吸器外科 部長 内野 和哉 

リハビリテーション技術部 認定理学療法士（呼吸領域） 

田中 翔太郎 

呼吸器外科周術期呼吸リハ 
  ～術後呼吸器合併症予防の取り組み～ 

呼吸器外科疾患について 

社会福祉法人 済生会支部 
恩賜 
財団 

大阪府済生会中津病院 
地域連携・患者支援センター 
〒530 - 0012  大阪市北区芝田2丁目10番39号 
TEL 06-6372-1036 （直通） 

ご自身のパソコンやスマートフォンからご参加ください。 申込み期間：8月18日㈬の17:00までお申し込みいただけます。 

WEB勉強会 
事前申し込み方法 

事前 

※Zoomは無料で利用できますが、通信費用は勉強会参加者様のご負担となります。 

①当日視聴されるPC・スマートフォンのメールアドレス、氏名、施設名を【renkei-c@nakatsu.saiseikai.or.jp】へ 
  お送りください。 

※WEB会議用ツール「Zoom ウェビナー」を使用いたします。 

当日 

勉強会開始までしばらくお待ちください。 

④勉強会開催時間になりましたら、招待メールの 
  URLをクリックし参加してください。 

④「ウェビナーID」、「パスコード」を入力し、 参加 
  してください。 

URLから参加する場合 アプリから参加する場合 

③「Zoom」の「URL」、「ウェビナーID」、「パスコード」を勉強会前日までにメールでお送りします。 

17時～ 
入室可能です 

②「事前登録リンク」をお送りしますので、ご登録ください。 ※必須項目の記載が無い場合、ご視聴いただけない場合が 
  ございます。 
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