
                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和5年3月1日現在

診 療 科 名
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

G1 中田[初診] 小豆澤[初診] 廣谷[初診] 辻☆[初診] 神崎[初診]

G2 辻[初診]☆ 里本[初診] 白石[神経内科] 中田幸[甲状腺]

G3 里本[消化器] 廣谷[循環器] 満塩[糖尿病] 西村[呼吸器] 浅沼[糖尿病] 小豆澤[消化器] 高田[呼吸器] 里本[消化器] 赤野[呼吸器] 長野[呼吸器]

G4 國重[循環器] 別府[循環器] 楠[糖尿病] 伊藤[腎・高血圧] 伊藤[腎・高血圧] 別府[循環器] 中田[腎・高血圧] 村田[消化器]

G5 浅沼[初診] 國重[初診] 國重[循環器] 村田[初診] 徳嶋[初診] 伊藤[初診]

G6 研修医 村田[消化器] 辻[消化器] 辻[消化器] 神崎[循環器] 和田[血液内科] 廣谷[循環器]

G7 川田[腎・高血圧] 川田[腎・高血圧] 川田[腎・高血圧] 中田[腎・高血圧] 田矢[糖尿病] 川田[腎・高血圧] 三好[消化器] 井上[血液内科] 小豆澤[消化器] 三好[消化器]

G8 松廣[糖尿病] 和田[血液内科] 井上[血液内科] 井上[血液内科] 中本[循環器] 安食[神経内科] 山元[循環器] 和田[血液内科] 浅沼[糖尿病]

小川[心理]

乳児健診・予防接種

Ｈ7 輪番制　　　 赤松 輪番制 榎本 木村 本郷[脳神経外科] 谷口（１、３、５週）

Ｈ8 山中 [乳腺・甲状腺外科] 植野 木村（２、４週）

H9 手術 手術 谷口 手術 手術 手術 手術

Ｊ1 河合 島崎 小倉 河合 中村

Ｊ2 今村 今村 吉江 今村 神頭

Ｊ3 島崎 中村 篠田 小倉

Ｈ4 髙木 村西 髙木

手術 手術

Ｈ1 中西 手術・検査 三浦 手術・検査 藤原 三浦 三浦

Ｈ6 梅園 髙田 高齢者皮膚腫瘍外来 三浦 中西 高齢者皮膚腫瘍外来 中西

Ｈ5 三浦（予約） （予約） 高齢者皮膚腫瘍外来(予約) （予約）

Ｂ4 松岡 回診 安永 検査(13時～14時) 松岡 福田 手術 松岡

輪番制[検診のみ] 浅田[検診のみ] 輪番制[検診のみ]

Ｎ1 檀上 檀上☆ 石田 手術 檀上 手術 檀上 檀上 石田（２、４週）

Ｎ2 千羽 千羽 牧野 千羽 千羽 千羽

Ｎ3 大路 大路 大路 大路 大路 大路 大路

Ｂ1 須川 手術 塩野 須川 手術 森 塩野 手術

Ｂ2 福永 補聴器外来 竹林 味覚外来 福永 竹林 補聴器外来 齋藤 補聴器外来

松岡[初再診] 松岡[小手術] 非常勤[初再診] 非常勤[再診] 松岡[初再診] 松岡[小手術] 和田[初再診] 和田[小手術] 松岡[初再診] 松岡[小手術]

和田[初再診] 和田[小手術] 手術 手術 和田[初再診] 和田[小手術] 非常勤[初再診] 和田[初再診] 和田[小手術]

＊令和元年9月より小児科は専門外来（要予約）のみとなっております。

◆ 前月からの変更点

受付時間　ＡＭ　８：３０～１１：３０　　ＰＭ　１：００～３：００　（午後は予約外来のみです） 〒 ５５２－０００３　大阪市港区磯路１－７－１

　　　　　　　　　 　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　            TEL  06-6572-5721

各科外来診療担当表 
月 火 水 木 金

内 科

小 児 科 ＊ H9
赤木
[アレルギー・神経]

手術

戸田[静脈瘤外来]
　(２、４週予約のみ)
垣淵
　(２、４週予約のみ)

外 科

整 形 外 科

形 成 外 科

Ｈ3 藤山 細川
　(１、３週のみ
　　完全予約制)☆

高井

皮 膚 科

泌 尿 器 科

婦 人 科
＊ 現在、午前・午後ともに一般診療は、行っておりません。

眼 科

手術

久保(予約のみ
　　　 14時～16時)

藤山

耳鼻咽喉科

口腔外科

☆＜セカンドオピニオン外来＞事前に電話予約が必要 独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪みなと中央病院

（　　）内の数字は、各医師が診療を行う日付です。但し、変更になる場合がございますので、ご了承下さい。 ＴＥＬ０６－６５７２－５７２１・ＦＡＸ０６－６５７３－２５３１  


