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恩賜 
財団 

～循環器内科～  

西村 直緒己  坂本 優樹  志手 淳也（副院長兼部長）  木島 洋一（副部長）  清水 雅大  鈴木 敦   

麻田 裕之     曽我 文隆     藤原 竜童     宮路 啓太     高田 一輝     瀬尾 英伸 

 ～ 外来担当表 ～  

 日頃は、貴重な症例をご紹介いただき、誠にありがとうございます。 
 当科では「心臓」および「あし」の疾患全般の診療を行っており、心臓・血管超音波検査、心臓CT検査、核医学検査

などの非侵襲的検査と心血管造影検査、電気生理学的検査などのカテーテルを用いた侵襲的検査や治療を積極的
に行っております。また、高血圧に対する新しい治療法である『腎動脈デナベーション』、重症虚血肢に対する新しい
治療法である『幹細胞移植』等、未来の治療法の治験にも多数参加しております。さらに透析シャント狭窄専門外来も
はじめました。 
  救急患者さんのお受け入れに当科は重点を置き、超重症患者や複数の救急患者さんの同時受け入れも行えるよ
う、夜間休日も循環器内科医3名体制（1名の循環器専任当直、2名のオンコール）を敷いております。 
引き続き、「心臓」および「あし」で困っていらっしゃる患者さんがおられましたら、当科にご紹介いただければ幸甚です。 

2018年 2019年 2020年 

心臓超音波検査 7,630件 7,864件 7,559件 

血管超音波検査 2,732件 2,612件 2,520件 

心臓核医学検査 464件 525件 463件 

24時間心電図 780件 659件 644件 

冠動脈造影 1,491件 1,345件 1,153件 

経皮的冠動脈形成術 574件 547件 512件 

末梢動脈拡張術 350件 364件 331件 

心臓ペースメーカー 67件 49件 47件 

不整脈アブレーション 237件 212件 210件 

名越 良治（副部長）    上月 周    岩佐 浩平    宋 優亨    柴田 浩遵 

  月 火 水 木 金 土 

午前 

曽我 文隆       
名越 良治          
木島 洋一 

鈴木 敦       
上月 周     
交替   

柴田 浩遵     
藤原 竜童     
木島 洋一  

柴田 浩遵     
志手 淳也      
曽我 文隆 

鈴木 敦      
交替      

藤原 竜童 
交替  

午後 

曽我 文隆    

予約のみ       

名越 良治  

予約のみ       

木島 洋一  

予約のみ  

鈴木 敦   

予約のみ        

上月 周  

予約のみ           

交替  

予約のみ 

透析シャント 
狭窄専門外来 

予約のみ 

柴田 浩遵  

予約のみ        

藤原 竜童  

予約のみ       

木島 洋一  

予約のみ   

柴田 浩遵  

予約のみ        

志手 淳也  

予約のみ    

曽我 文隆  

予約のみ         

ペースメーカー外来  

予約のみ       

鈴木 敦  

 予約のみ       

交替     

予約のみ          

藤原 竜童  
予約のみ  

透析シャント    
狭窄専門外来 

予約のみ 

  

◆ 受付時間は、8時30分から11時30分までです。 
◆ 緊急時は、地域連携・患者支援センターまでご相談下さい。 



  

 

～  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。 

 

8月・9月土曜日休診日 

8月28日 休診 

   9月  4日※ 休診 

9月11日 休診 

9月25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。 
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 

〒533-0003 
大阪市東淀川区南江口2-7-29 
TEL：06-6195-6211 

くりもと循環器クリニック 

院長 栗本 泰行先生 

 淀川キリスト教病院で24年半に渡り研鑽した後、2010年12月に同区で心臓
血管造影装置を備えた循環器内科の専門施設と人工透析施設を併設した3階
建ての特殊専門クリニックを開設しました。心臓超音波検査、24時間心電図検
査、運動負荷心電図検査、血圧脈波（ABI/CAVI）検査などを行い、心臓血管造

影装置を用いて冠動脈造影、冠動脈インターベンション治療、下肢動脈拡張術
およびペースメーカー電池交換術など、日帰りで可能な治療も行っております。
また、21床の透析ベッドで50数名の外来透析を行い、シャントPTAも行っており
ます。 

 私は中津病院の循環器内科創設時に、短期間お手伝いに勤務した事があり
ます。今も透析患者をはじめたくさんの患者さんが中津病院にお世話になって
おり、今後も病診連携を宜しくお願い致します。 

❏ 新任・退職の医師について  

・8月入職医師 

･和田 隆史 ・7月退職医師  

･廣瀬 正和  

（脳神経内科） 

（脳神経内科） 

※9月4日（土）は、9月20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～ 
 ・9月 糖尿病内分泌内科   ・10月 消化器内科 

 ご紹介いただく患者さんの待ち時間をできる限り軽減し、より良い医療をご提供するため、この度「透析シャント狭窄
専門外来」を新たに設けました。シャント診察、およびシャントPTAに習熟した医師が診察を担当させていただきます。
同封しております診療申込書をぜひご利用下さい。 別紙チラシをご参照下さい。 
※連携枠：毎週火曜日・金曜日  14時～15時（祝日・年末年始は除く）  

❏ 透析シャント狭窄専門外来について 

           循環器内科 医師専用直通ダイヤル 

      090-7877-5668 
             ※上記ダイヤルは、医師間専用の電話番号となっております。 

365日 
24時間 







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  32・76   
  

医療・介護従事者 

2021年9月16日[ 木 ] 

17時30分-18時30分 

対 象 

開 催
日 時 

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：9月15日㈬の17:00までお申し込みいただけます。 

糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を契機に 
重症虚血性腸炎を併発した劇症1型糖尿病の1例 

糖尿病内分泌内科 医師 西浦 綾乃  

甲状腺中毒症を併発した急性発症1型糖尿病の1例 

糖尿病内分泌内科 医師 高須 悠一  

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、視聴希望される開催日を記載いただき、 
 【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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