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恩賜 
財団 

～外科～  

 4月より外科部長を拝命しました新関と申します。大阪府済生会中津病院の外科では消化管、肝胆膵の良

悪性疾患そして胆石症や鼠径ヘルニアまで幅広く治療しています。各分野の専門家と若手外科医からなる
活気あふれるチームで日々診療にあたっており、緊急手術も積極的に行っています。安全、確実な手術を
低侵襲で行うために多くの手術を腹腔鏡手術で行い、根治性を担保しつつ、術後の良好な回復に努めてい
ます。昨年からはロボット手術を導入し、より精緻な手術が可能となりました。必要と考える症例では術前化
学療法や放射線治療、開腹手術での拡大手術も積極的に行っています。また、緊急手術の多くも腹腔鏡手
術で行っており、急性虫垂炎、胆嚢炎や消化管穿孔などにおいても早期の回復、退院を目指します。胃癌
や大腸癌の手術後では連携パスを用いて、かかりつけの先生方との地域連携を行っています。『クオリ
ティーは高く、敷居は低く』を心がけて診療にあたっておりますので、今後とも宜しくお願いいたします。 

山本 将士         新関 亮（部長）         松田 恭典          田井 謙太郎             

  月 火 水 木 金 土 

午前 
新関 亮 

田井 謙太郎  

福岡 英志 
田中 智子 

佐野 隼人 
新関 亮 

松田 恭典 山本 将士 交替 

午後 
田井 謙太郎  

予約のみ 
田中 智子       

予約のみ 
新関 亮               

予約のみ 
松田 恭典              

予約のみ 
山本 将士              

予約のみ     
  

疾患 症例数 
（鏡視下手術） 

疾患 症例数 
（鏡視下手術） 

食道癌 16 （16） 胆道癌･膵癌 24 （3） 

胃癌 61 （53） 胆石 158 （150） 

結腸癌 89 （85） 鼠径ヘルニア 112 （78） 

直腸癌 56 （47） 虫垂炎 39 （38） 

肝癌 44 （27） その他 261 

合計 860例 

～手術症例数2020年～ ～外来担当表～ 

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。             

田中 智子     佐野 隼大    山田 悠人     西井 盛人     三澤 史明     福岡 英志             



  

 

～  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  【診療日の月曜日、土曜日】 9 時 00 分～16 時 45 分 

                                             直通TEL： 06－6372－1036  

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

                                              ※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。 

 

❏ 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』は、ZOOM（ウェビナー）での 
開催となっています。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～   
  ･5月 血液内科    ・6月 整形外科 

 当院では昨年8月より月曜の祝日については、一部の診療科を除き通常の外来診療をおこなっています。また、従来休診
としていた創立記念日（5月30日）も通常の外来診療となります。今年の該当日は下記となります。診療科により連携枠での
ご予約も可能ですので、ぜひご利用下さい。 
 
   【該当する診療日】      令和4年5月30日（月）、7月18日（月）、9月19日（月）、10月10日（月）   
 

  ご不明な点等ございましたら、地域連携・患者支援センター病診連携室までお問い合わせ下さい。 

❏ 月曜日祝日等の外来診療についてのお知らせ 

地域連携・患者支援センターよりお知らせ 

❏ 新任・退職・休職の医師について  ❏ 4月･5月の休診日 

別紙ご参照下さい。 赤字が休診日となります。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

４月 5月

❏メディマップサイネージ（電子掲示板）に掲載しませんか！！ 

※メールアドレス 

 renkei-c@nakatsu.saiseikai.or.jp   
 
※ご不明な点がございましたら地域連携・患者支援センター 
   病診連携室 川原・大浦までお問い合わせください。 
 
 

・お顔はちょっと・・・ということであれば、貴院外観のお写真のみ、スタッフの皆さまとの 
  集合写真も可 
・ホームページに掲載された画像でも可 
※ご提供いただいた写真等は、メディマップサイネージへの掲載以外に使用致しません。 

◯◯クリニック 

 住       所 

 診療科目 

大阪市北区芝田◯丁目×番△号 

内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科 

 当院北棟2階と3階の外来待合に設置しておりますメディマップサイネージ（電子掲示板）に、登録医の先生の顔写真、クリ
ニック の外観、内観などをご紹介させていただいております。 
登録医の先生方のお写真を下記メールアドレスまでお送りいただければ掲載させていただきますので、どうぞご利用くださ
い。 

mailto:renkei-c@nakatsu.saiseikai.or.jp
mailto:renkei-c@nakatsu.saiseikai.or.jp
mailto:renkei-c@nakatsu.saiseikai.or.jp


●令和4年3月末退職医師

･松本　正憲　　 医員　　 （消化器内科） ･松田　達也　 専攻医　　（消化器内科）
･新丸　尚輝　　 専攻医　 （消化器内科） ･岡本　隆司　 専攻医　　（消化器内科）
･根来　和輝　　 専攻医　 （消化器内科）　　　 ･田中　康貴　　 専攻医　　（消化器内科）
･橘　祐希　　　　 医員　　 （糖尿病内分泌内科）　　 ･天野　絵里子　 専攻医　 （糖尿病内分泌内科）　
･木村　真紀子　 専攻医　 （糖尿病内分泌内科）　 ･黒川　晟　　 専攻医　 （糖尿病内分泌内科）
･清水　雅大　　 医員　　 （循環器内科）　　　 ･坂本　優樹　 医員　　　 （循環器内科）
･瀬尾　英伸　　 医員　　 （循環器内科）　　　 ･岩佐　浩平　 専攻医　 （循環器内科）
･布川　裕人　　 専攻医　 （循環器内科）　　　 ･高田　一輝　 専攻医　 （循環器内科）
･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）　　　 ･乙丸　一平　 医員　　　 （血液内科）
･塩見　一郎　　 専攻医　 （血液内科）　　　　 ･芦田　郷夢　　 専攻医　　（血液内科）
･村方　健治　　 医員　　 （脳神経内科）　　　 ･和泉　賢明　　 医員　　　 （脳神経内科）
･荒武　由利子　 医員　　 （脳神経内科）　　　 ･西原　奈菜子　 専攻医　　（腎臓内科）
･田中　賢一　　 副院長　 （外科）　　　　　　　 ･大森　將貴　　 専攻医　　（外科）　
･西谷　太助　　 専攻医　 （外科）　　　　 ･万代　幸司　　 医員　　 （整形外科）
･玄　承虎　　　 医員　　 （整形外科）　　　　 ･増田　翔　 医員　　 （整形外科）
･岡﨑　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）　　　　　　　 ･神人　彪　　 医員　　　 （耳鼻咽喉科･頭頸部外科）
･藤島　智慧子　　　医員　　 （皮膚科）　　　　　 ･郷司　和貴　 専攻医　 （泌尿器科）
･田中　里可子　　　医員　　 （放射線診断科）　　 ･小澤　満喜子　 医員　　　 （麻酔科）
･宮田　有香　　　 医員　　 （麻酔科）　　　　　　 ･田根　慎也　　　　医員　　　 （呼吸器外科）　　
･松本　学　　　 医員　　 （呼吸器外科）　　 ･瀧田　正亮　　 医員　　　 （歯科口腔外科）

●令和4年4月入職医師

･文原　大貴　　 医員　　 （消化器内科）　 ･下山　慶子　　 医員　　　 （消化器内科）
･岸本　弘基　　 専攻医　 （消化器内科）　　　 ･藤井　美聡　　 専攻医　 （消化器内科）
･池田　哲也　　 専攻医　 （消化器内科）　　　 ･藤本　悠　　　 専攻医　　（消化器内科）
･山中　大樹　　 専攻医　 （消化器内科）　　 ･髙須　悠一　 専攻医　　（糖尿病内分泌内科）
･坂井　淳　　　 医員　　 （循環器内科）　 ･宋　優亨　　 専攻医　 （循環器内科）
･山本　将彰 専攻医　 （循環器内科）　 ･間島　映 専攻医　 （循環器内科）
･岩倉　伸昴 医員　　 （膠原病内科） ･田中　静大 専攻医　 （血液内科）
･眞部　建郎 医員　　 （脳神経内科）　　　 ･成宮　悠爾 医員　　 （脳神経内科）　　　
･今中　翔平 医員　　 （脳神経内科）　　　 ･竹島　隆朔 専攻医　 （脳神経内科）　　　
･福岡　英志 医員　　 （外科）　　　　　　　 ･山田　悠人 専攻医　 （外科）　　　　　　　
･西井　盛人 専攻医　 （外科）　　　　　　　 ･水本　紗千子 医員　　 （乳腺外科）
･嶋谷　彰芳 医員　　 （整形外科）　　　　 ･橋村　剛 医員　　 （整形外科）　　　　
･橘　拓也 専攻医　 （整形外科）　　　　 ･豊島　宗一郎 専攻医　 （整形外科）　　　　
･堤　亮太 医員　　 （眼科）　　　　　　　 ･髙岡　幸 医員　　 （産婦人科）
･松山　達也 医員　　 （産婦人科） ･森本　裕美子 専攻医　 （産婦人科）
･鈴木　英佑 医員　　 （耳鼻咽喉科･頭頸部外科） ･仲野　祐里 医員　　 （皮膚科）　　　　　
･櫻井　太佑 専攻医　 （泌尿器科） ･岡本　武士 医員　　 （呼吸器外科）　　
･古賀　薫子 専攻医　 （呼吸器外科）　　 ･岡本　理香子 専攻医　 （脳神経外科）
･小原　研心 部長 （歯科口腔外科）

新任・退職リスト



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  9・10   
  

医療・介護従事者 

2022年5月19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：5月18日㈬の17:00までお申し込みいただけます。 

「  貧血の鑑別  」 血液内科 部長 山村 亮介  

東9階病棟 副師長 迫間 幸子  

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。 

「 血液内科患者の入院治療～退院まで 
            （退院調整や介護区分変更など）」 

「 血液内科で使用する飲み薬～新規薬剤を中心に～ 」  

薬剤師 松本 芳樹  


