
月 火 水 木 金 備考

片山 村上 片山 片山 上月
片山 村上 片山 村上 担当医（午後）

★大宮 東 八幡 古賀 八幡
八幡※1 西岡 古賀※1 ★福島 東
★大宮 東 八幡 古賀 八幡
八幡※1 西岡 古賀※1 ★福島 ★大宮

担当医 担当医
担当医 担当医

★山田 奥 多田 今田 由比
多田 ★水谷 永田 金子 田嶌
金子 今田 田嶌 ★水谷 担当医

★山田 担当医 多田 ★新田 担当医
多田 ★水谷 永田 今田 田嶌
金子 髙木 田嶌 金子 担当医

★水谷
金井 ★櫻井 ★周 武呂 緒方 ※1（糖尿病地域連携）

武呂 米光 米光 金井 森 ※2(ポンプ外来)

担当医※1 担当医※1 担当医※1 担当医※1 担当医※1
金井 森 森 武呂 湯川
武呂 米光 米光 金井 森

担当医※2 担当医※2
喜多 丸澤 木村達 米門 丸澤
澤井 淺田 邉見 木村佳 瀬戸山
津村 山階 圓尾 鼻岡 ★大江
森 澤田 ★坂本 南條 森村

米門 喜多 紙屋 木村達 圓尾
澤井 淺田 邉見 木村佳 瀬戸山
津村 山階 圓尾 鼻岡 ★大江
森 澤田 ★坂本 南條 森村

担当医※1 担当医※1 紙屋 担当医※1
初診 高橋（奇数週）

小林洋（偶数週） 伊藤 林 稲田 金沢（奇数週）
長央（偶数週）

金沢 相田（奇数週）
湯川（偶数週） 伊藤 長央 小林洋

林 稲田 高橋（第2週以外）
駒井（第2週のみ）

金沢 相田（奇数週）
湯川（偶数週） 伊藤 長央 小林洋

林 稲田 髙橋由

中川※1 牧田 牧田※1 ※1(初診外来)

担当医※2 牧田 牧田※1

尾崎 鈴木 武信 山川 ★長谷部 ※1（午前のみ）

池田 王※2 ★長谷部 尾崎 武信
山川 池田 ★野村 玉城 鈴木

緩和ケア科 端 端 端
露木 露木

★西本
山之口 八木 橋本 細木 中島 再診は、すべて予約制

濱口 金谷 野村 烏山 坂口
上畑 大西 山下 森 坂井

山之口 八木 橋本 細木 中島
濱口 塚崎 野村 森 坂口
上畑 大西 山下 稲本 稲本

担当医 野中※1 野中※1 ※1（初診外来）

駒井※2
担当医 辻 高﨑

中西 秋元 秋元 中西 市岡
★松山 細田 田宮 市岡 ★松山
冨田 市岡 冨田 ★松山 細田

★廣井 ★吉田 ★廣井 細田 中西
★吉田 ★大橋※3 ★大橋※4 ★大橋※3 田宮
中西 秋元 中西 市岡

★松山 細田 田宮 市岡 ★松山
冨田 冨田 武蔵※1 細田

★廣井 ★吉田 ★廣井 ★廣井
★吉田 ★大橋※3 ★大橋※4 ★大橋※3 田宮

大阪赤十字病院　外来診療担当表　
・午後の診療は、すべて予約制です。・★印は、女性医師です。・最新情報はホームページをご確認ください。

※『初診』は紹介状（診療情報提供書）をお持ちの方、および他の医療機関から予約をされている方のみとします。
　 （分娩希望の方は紹介状が無くても受診可）

リウマチ・
膠原病内科

午前 ・全て完全予約制
・初診は月曜日の
み午後

血液内科
（移植外来）

午前

午後

CAPD外来

腎代替療法選択外来

午前

午後

午後

※1（初診外来）

循環器内科

午前
再診

午後

糖尿病・
内分泌内科

午前

午後

消化器内科

肝臓外来

午前

午前

乳腺外科
午前

露木 ★白木

不整脈内科

午前

午後
※2（ペースメーカー
外来）

脳神経内科

紹介のみ

再診

※2「末梢血管疾患専門
外来」は、第２週のみ。

午後

眼科

午前

午後

★康
午後

消化器
外科

午前

午後

心臓血管
外科

午前

※1（黄斑外来　2・4週）
※2木曜日午後未熟児外
来（中西／初診の紹介の
み受付）
※3火曜日・木曜日9時～
16時30分まで
※4水曜日9時～16時ま
で

腎臓内科

すべて予約制
※1多発性のう胞腎外来



月 火 水 木 金 備考

★中川 担当医 岸本 ★清川 石田
徳重 担当医 担当医 野々垣 担当医

野々垣 ★中川 芦原 岸本 ★清川
担当医 担当医 岸本 徳重 石田
徳重 野々垣

野々垣 ★中川 芦原 芦原 ★清川
八木 八木 藤田 八木 ★太田 ※1（爪外来・足病変外来）

★角南 ★阪口 ★角南 ★阪口 ★阪口 ※2（アトピー性皮膚炎外来）

藤田 ★太田 ★角南 藤田 ※3（ケミカルピーリング外来）

八木※1 ★高瀬※3　※4 藤田※5 ※4（第1・第3水曜フットウェ
ア外来）

★太田※2 ※5（乾癬外来）

宮内 光森 光森 大西 大西
髙橋雄 前川 平野 髙橋雄 宮内

前川 平野
★藤川 ★田中 ★田中 ★藤川
吉田 平塚 堀 平塚 吉田
北野 堀 吉松 島田※1

★草野 渡邉 渡邉 ★草野
住本 住本※3 葭井※6 住本※4 藤野※7 ※1（アレルギー外来）

★坂本※5 野村※8 肥田 ★坂本※5 ★安西※1 ※2（重心・神経外来）

★安西※1 ★竹川 ★中道※1 原田 新居 ※3（リウマチ・アレルギー外来）

担当医 白石 天満 荻野 三谷 ※4（腎臓外来）

未熟児フォロー 住本※1 心臓外来（村上） １ヶ月健診 血液長期フォローアップ外来

乳児健診 神経外来（★坂本） 未熟児フォロー

予防接種 第3㈮アレルギー指導
（14：30～15：00）

大野 大野
岩出 高田
高田 岩出 高田

★吉村※1 西坂 森田※1 西坂 石川
森田※1 中川 植松 高岩 ★吉村※1

植松 ★黄 石川 青栁 中川
青栁 高岩 藤原 ★黄 ★水谷

（午後）★吉村※2

園部※1 田中※2 洪 川邉（午前） 山﨑
田中 坂口

担当医※1 担当医※1 担当医※1 担当医※1 担当医※1
枌 横本 ★大村 枌 村田

水田 和田 土戸 水田 和田
渡邊慶 富 堤 ★福田 ★渡邉沙

堤※1 ★福田※７ 末吉※２ 末吉※２ 小林
坂本※1 鈴木※２ 坂本※1 鈴木※3 富※5

小西 豊島※7 姜 渡邊慶※2

★山𦚰 ★津田 ★山𦚰 担当医 内藤
下肢静脈瘤外来 多汗症外来 下肢静脈瘤外来 多汗症外来 完全予約制

寺田 橋本※1 担当医 　橋本※1 香月※1
香月※1 楊 松井※1

松井 安藤 楊
杉立※1 杉立※1 杉立※2 阪本※3 杉立※1 ※1（予約のみ）

★北浦※1 ★北浦※1 ★北浦※1 担当医※4 ★北浦※1 ※2（初診）

★岡本※1 ★岡本※1 ★岡本※2 担当医※4 ★岡本※1 ※3（紹介抜歯のみ）

井奥※1 井奥※2 井奥※1 担当医※4 井奥※1 ※4（初診・院外紹介の
み）

★田中※1
手術 外来手術 外来手術 手術 ・初診は、原則紹介状が必要です。

担当医 坂本 担当医 石垣 担当医
担当医 担当医 岸 担当医
担当医 坂本 担当医 石垣 担当医
担当医 担当医 岸 担当医

泌尿器科 午前・午後

1診午前は紹介患者及
び予約のみ（月曜日以
外）。午後は全て予約
制。

耳鼻咽喉
科

・頭頸部外
科

午前

初診は完全紹介予約制

産婦人科

午前

午後

皮膚科

午前

午後

※1初診は完全紹介予約制

呼吸器内科

※1（喘息・ＣＯＰＤ
外来を兼ねる）

呼吸器外科
※1セカンドオピニオン
外来（手術相談外来）
※2隔週交替

小児科

午前

午後

※5（神経外来）
※6（心臓外来）
※7（血液外来）
※8（内分泌・代謝外来）

小児外科 午前

午後

放射線 治療科 午前・午後

令和３年４月７日現在

※2（禁煙外来・午
後のみ・予約制）

脳神経外科 ※1（紹介・予約のみ）
※2（予約のみ）

歯科 口腔外科

1診

2診

3診

5診

4診

午後（完全予約制）

精神神経科

整形外科

原則すべて完全予約制
※1（脊椎外来）
※2（膝関節外来）
※3（スポーツ・肩外来）
※4（股関節外来）
※5（スポーツ外来）
※6小児整形（2・4週）
※7一般外来・手の外科

形成外科
午前

午後


