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恩賜 
財団 

～消化器内科～  

   コロナ禍の様々な制限が掛かる中、地域の先生方には特に救急症例の受け入れにおいてご不便をお掛けし

大変申し訳なく存じております。緊急処置を要する消化管出血や胆膵疾患については今後も可能な限り対応さ
せて頂きますので、当院地域連携･患者支援センターにご一報頂ければ幸甚に存じます。 
 本年4月、従来の内視鏡室をセンター化し、リカバリールームの増設と内視鏡ブースの拡張工事を行いました。

より快適で安全に配慮した質の高い内視鏡検査を提供できるようスタッフ一同注力して参る所存でございますの
で、引き続きご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 
  また、本年4月より2名の常勤医師と6名の専攻医が新たに加わりました。常勤医師の文原医師は愛知県がん

センターから、下山医師は東京慈恵会医科大学葛飾医療センターからの異動となり、それぞれ胆膵疾患、消化
管疾患を中心に専門性の高い医療を提供してくれることを期待しております。専攻医6名につきましても、症例を
通じてご指導頂ければ有り難く存じますので宜しくお願い申し上げます。 
 
 

森澤 利之（副部長）              岡田 明彦（部長）              江口 考明（副部長）             

  月 火 水 木 金 土 

午前 

森澤 利之 
江口 考明 
迫 智也 
片山 宜郎 

野田 万理 
百瀬 健次 
髙木 萌未 

岡田 明彦 
江口 考明 
井上 和樹 
富永 和作 

百瀬 健次 
下山 慶子 
交替 

岡田 明彦 
森澤 利之 
文原 大貴 
交替 

交替 

午後 

森澤 利之 予約のみ  
江口 考明 予約のみ  
迫 智也     予約のみ 

片山 宜郎 予約のみ 

野田 万理 予約のみ 

百瀬 健次  予約のみ 

髙木 萌未 予約のみ 

江口 考明 予約のみ 

井上 和樹 予約のみ 

百瀬 健次 予約のみ 

下山 慶子 予約のみ 

  交替   予約のみ 

岡田 明彦 予約のみ 

森澤 利之 予約のみ 

文原 大貴 予約のみ 

  交替   予約のみ  

  

～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連絡ください。             

野田 万理            藤井 美聡               髙木 萌未              下山 慶子             

海陸 吉貴     池田 哲也           百瀬 健次          迫 智也             

大西 創平     井上 和樹       文原 大貴         山中 大樹          岸本 弘基             片山 宜郎             

藤本 悠             



  

 

～  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の『なかつ地域医療連携勉強会』は、ZOOM（ウェビナー）での開催となっております。 

お申し込み方法は別紙チラシをご参照ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

～講演予定診療科～   
  ･6月 整形外科    ・7月 眼科 

 当院では月曜日が祝日の場合は、一部の診療科を除き通常の外来診療をおこなっております。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、ぜひご利用ください。 

 
   【該当する診療日】      令和4年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ください。 

❏ 月曜日が祝日の外来診療についてのお知らせ 

❏ 新任・退職・休職の医師について  ❏ 6月･7月の休診日 
赤字が休診日となります。 

・4月退職医師  森 正夫 （乳腺外科） 

・5月入職医師 なし 

  本号をもって一旦休刊させていただくことになりました。これまでのご愛読ありがとうございました。 

なお、外来担当医師一覧表、なかつ地域連携WEB勉強会のご案内に関しましては、ホームページにてご確認ください。 

❏ 連携センターだより休刊のお知らせ 

地域連携・患者支援センターよりお知らせ 

内視鏡室             洗浄室             待合            

腹部エコー室が東棟3階に移設したことにより、内視鏡センターが拡張いたしました。 
新しい内視鏡センターへ、ぜひご紹介ください。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 29 30

6月 7月

内視鏡室センターよりお知らせ 



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  60・77   
  

医療・介護従事者 

2022年6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：6月15日㈬の17:00までお申し込みいただけます。 

骨粗鬆症椎体骨折の診断と治療 

整形外科 医師 白 隆光  

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。 


