
診療科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1診 國重(循環器) 加藤(循環器) 別府(循環器) 國重(循環器) 小杉(循環器) 山元(循環器) 山元(循環器) 別府(循環器) 加藤(循環器) 小杉(循環器)

2診 佐藤(消化器) 村田(消化器) 辻(消化器)
(3日,10日,17日)

辻(消化器) 小豆澤(消化器) 三好(消化器) 小豆澤(消化器) 村田(消化器)

3診 常田(糖尿病) 米田(糖尿病) 田矢(糖尿病) 楠(糖尿病) 三好(消化器)

4診 川田(腎・高血圧) 和田(腎・高血圧) 川田(腎・高血圧) 安田(腎・高血圧) 伊藤(腎・高血圧) 安田(腎・高血圧) 伊藤(腎・高血圧) 本田(呼吸器) 本田(呼吸器)

5診 赤野(呼吸器) 安田(腎・高血圧)

6診 小杉(初診) 國重(初診) 木村(甲状腺) 加藤(初診) 坂本(甲状腺) 辻(初診) 山元(初診)

7診 辻(初診) 小豆澤(初診) 安田(初診) 後藤(初診) 伊藤(初診)

8診 木村(甲状腺)
禁煙外来(15時～)

1診 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可

2診 小川・白神(輪番制) 赤木( ｷﾞ ・神経) 小池 矢野 濱本 小川(心理)
乳児健診・予防接種

1診 輪番制 手術 谷口 乳腺・甲状腺外来 輪番制 手術 谷口 宮原(脳神経外科外来) 森本

2診 山中 三宅

1診 福崎 福崎 篠田 圓尾(脊椎)

2診 今村 今村 有住(脊椎) 今村 橋本

3診 橋本 中尾 小倉 中尾 小倉

1診 藤山 池村 久保(一般外来予約
１４時～16時)

藤山 石瀬(一般外来) 戸田(静脈瘤美容外科予約
12日,26日14時～15時30分) 髙木

2診 髙木 石井 石井
終日手術 終日手術

1診 三浦 手術・検査 三浦 受診相談可 藤原 受診相談可 三浦 受診相談可 三浦 予約

2診 三浦

1診 安永 回診 吉田 手術・検査 安永 検査 手術 手術 吉田 検査

2診
婦 人 科

1診 檀上 檀上 石田 手術 檀上 堀本 檀上 檀上 檀上(6日,20日)
石田(13日,27日)

堀本

2診 堀本 堀本 堀本 馬場 石田 堀本

1診 佐川 手術 竹林 佐川 手術 森 岡

2診 前田 前田 竹林

午後 完全予約制 す
内 数字 各医師が診療 行う日付 す 但 変更 場合が い す 了承下 い

受付時間 AM 8：30 ～ 11：30 PM 1：00 ～ 3：00

泌尿器科

＊現在 午前・午後 も 一般診療 行っ お せ 検診 火曜：輪番制 水曜：輪番制 木曜：浅田

眼 科

耳鼻咽喉科

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪 中央病院

〒 552-0021　大阪市港区築港1-8-30
TEL06-6572-5721 / FAX06-6573-2531

内 科

小 児 科

外 科

整形外科

形成外科

皮 膚 科

各科外来診療担当表 4月
月 火 水 木 金



診療科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1診 國重(循環器) 加藤(循環器) 別府(循環器) 國重(循環器) 小杉(循環器) 山元(循環器) 山元(循環器) 別府(循環器) 加藤(循環器) 小杉(循環器)

2診 佐藤(消化器) 村田(消化器) 辻(消化器)
(1日,8日,15日,29日)

辻(消化器) 小豆澤(消化器) 三好(消化器) 禁煙外来(15時～) 小豆澤(消化器) 村田(消化器)

3診 常田(糖尿病) 米田(糖尿病) 赤野(呼吸器) 田矢(糖尿病) 楠(糖尿病) 三好(消化器)

4診 川田(腎・高血圧) 安田(腎・高血圧) 川田(腎・高血圧) 和田(腎・高血圧) 伊藤(腎・高血圧) 安田(腎・高血圧) 伊藤(腎・高血圧) 本田(呼吸器) 本田(呼吸器)

5診 木村(甲状腺) 坂本(甲状腺) 和田(腎・高血圧)

6診 小杉(初診) 國重(初診) 加藤(初診) 辻(初診) 山元(初診)

7診 辻(初診) 小豆澤(初診)   和田(初診) 後藤(初診) 伊藤(初診)

8診 木村(甲状腺)

1診 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可 石浦 一般受診相談可

2診 小川・白神(輪番制) 赤木( ｷﾞ ・神経) 小池 石浦
乳児健診・予防接種

矢野 濱本 小川(心理)
乳児健診・予防接種

1診 輪番制 手術 谷口 乳腺・甲状腺外来 輪番制 手術 谷口 宮原(脳神経外科外来) 森本

2診 山中 三宅

1診 福崎 福崎 篠田 圓尾(脊椎)

2診 今村 今村 有住(脊椎) 今村 橋本

3診 橋本 中尾 小倉 中尾 小倉

1診 藤山 池村 久保(一般外来予約
１４時～16時)

藤山 石瀬(一般外来) 戸田(静脈瘤美容外科予約
10日,24日14時～15時30分)

髙木

2診 髙木 石井 石井
終日手術 終日手術

1診 三浦 手術・検査 三浦 受診相談可 藤原 受診相談可 三浦 受診相談可 三浦 予約

2診 三浦

1診 安永 回診 吉田 手術・検査 安永 検査 手術 手術 吉田 検査

2診
婦 人 科

1診 檀上 檀上 石田 手術 檀上 堀本 檀上 檀上 檀上(18日)
石田(11日,25日)

堀本

2診 堀本 堀本 堀本 馬場 石田 堀本

1診 佐川 手術 竹林 佐川 手術 森 岡

2診 前田 前田 竹林

午後 完全予約制 す
内 数字 各医師が診療 行う日付 す 但 変更 場合が い す 了承下 い

受付時間 AM 8：30 ～ 11：30 PM 1：00 ～ 3：00

各科外来診療担当表 月
月 火 水 木 金

内 科

小 児 科

外 科

整形外科

形成外科

皮 膚 科

泌尿器科

＊現在 午前・午後 も 一般診療 行っ お せ 検診 火曜：輪番制 水曜：輪番制 木曜：浅田

眼 科

耳鼻咽喉科

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪 中央病院

〒 552-0021　大阪市港区築港1-8-30
TEL06-6572-5721 / FAX06-6573-2531


