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　まずは育和会記念病院循環器内科と

して、地域の先生方へ、この2年弱のご

無沙汰をお詫びしなければと思います。

昨年度は当科　山本干城部長とほぼ2人で循環器内科を運

営していた状態で、地域の先生方からの要望には半分程度

しか対応できなかったのではないかと反省しております。

そのような状態でも入院を延期していただいたり、外来受

診を調整していただいた先生も多く、ご理解に対して頭が

下がる思いです。

　しかし、平成30年4月からようやく循環器内科の充実が

実現しつつあります。小生含め総員6名の循環器内科とな

りました。（それぞれの新任スタッフの紹介は、この冊子の

別頁にて紹介しております。） 新任スタッフの参加により、

冠動脈のインターベンションに加え、特に昨今増加傾向に

ある末梢動脈疾患にもお役に立てる体制が整いつつありま

す。また、虚血性心疾患・心不全・末梢動脈疾患・不整脈を

はじめ、循環器疾患の診断・治療にこれまでよりも迅速に

対処できるようになりましたので、ご紹介いただければほ

ぼ100％対応できるようになるかと考えております。どん

な症例でも結構ですので気軽に地域医療連絡室にご連絡い

ただければと思います。もちろん、循環器内科のスタッフ

に直接声をかけていただいても喜んで対応させていただき

ます。

　さらに、大阪市立大学医学部附属病院　心臓血管外科（柴

田 利彦教授）教室のご協力で、第2・第4木曜日の午後に心

臓血管外科外来を設けております。現在、森崎 晃正講師が

手術適応の決定、術後のフォロー、その他心臓外科に関する

さまざまな相談を受けております。もちろんクローズでは

なく地域の先生方からの受診依頼もどんどん受けてもらっ

ています。手術適応があれば当院で術前検査を行い、主とし

て大阪市立大学医学部附属病院　心臓血管外科で心臓手術

を実施しております。（場合によっては大阪市立総合医療セ

ンター、近畿大学医学部の心臓血管外科で行う場合もありま

す。）さらに必要なら、術後当院循環器内科に戻っていただき

心臓リハビリを実施。血行動態やADLが安定すれば、地域

の先生の元に帰っていただくようにしております。

　今後は、育和会記念病院と地域の先生方との連携を今まで

以上により緊密に構築していきたいと考えておりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。育和会記念病院循環器内

科がより良い方向に変化しつつあることを、先生方に感じて

いただけるよう努力していきたいと思っております。

　話は変わりますが、最近の循環器教育について私の感じる

事を一つ書いてみたいと思います（愚痴かもしれません）。

　育和会記念病院は、現在基幹型臨床研修病院として1年

に3名の初期臨床研修医を受けております。初期臨床研

修は2年ですので計6名の臨床研修医がいることになりま

す。特に、1年目の研修医には各科の指導医が顔見せもか

ねて講義をするようになっています。私の講義内容は「心

臓の理学的所見について」です。古くて申し訳ないのです

が、私が入局したころは心臓疾患の診断で理学的所見がか

なり大きなウエイトを占めていました。しかし、最近は超

音波・冠状動脈撮影・EPS・CT・MRI・PET 等の診断手

段が発達し、研修医諸君も心音等はとんと興味をひかない

ようです。我々の病院では研修医教育の一環としてPBL

（Problem Based Learning）を行っております。そこで

提示される症例の心臓項目には常に1行「心音 異常なし」

しかありません。さらに悲しい事実は私の講義の初めの部

分で「聴診器の使い方」を10分ほどしゃべらなくてはなら

ず、頸静脈・頸動脈の見方を喋ればすぐ30分の講義時間が

過ぎてしまうのが現状です。もちろん心音・心雑音はさわ

りしか言えません。また研修医も全く初めて聞くような顔

をしているのが現実のようです。

　昨今日本の医学部教育は教える事が多く、現場でのbed 

sideで体験させる方向と聞いていますが、循環器に限って

は「理学的所見の取り方の重要性はどこに行ったのかな」と

時々思うことがあります。（他のセクションはどうでしょ

うか？）心音・心雑音・頸静脈・頸動脈・心尖拍動等々はも

はや死語になりつつあるのではないかと思うのは私だけで

しょうか？ふと考える今日この頃です。

育和会記念病院
循環器内科

編 集 後 記

　日差しが厳しい本格的な夏を迎えました。みなさま、いか
がお過ごしでしょうか。
　当院では、今後も地域の諸先生方に役立つ情報を提供で
きるように努力してまいります。誌面作りについてご意見・ご
感想がございましたら、電話・FAX 等にてお聞かせください。
皆様からのお声を心よりお待ちしております。

第 8 回 循環器セミナー 骨粗鬆症治療病診連携ネットワーク

　平成30年5月26日（土）第8回大阪東循環器セミナーを開

催しました。

　当院中央臨床検査部加藤副技師長より「ABIと超音波所見の

比較」、当院循環器内科部長　河原田 修身医師より「下肢閉塞性

動脈硬化症：抗血栓療法の重要性と血管内治療の可能性」、そし

て、特別講演として大阪市立大学大学院医学研究科　心臓血管

外科学講師　藤井 弘通 先生より「私の考える末梢動脈病変に対

する治療- 外科的治療-」を演題

にしてご講演いただきました。

質疑応答の際は活発に意見交

換が行われ、とても有意義な時

間になりました。

副院長　循環器内科

吉
ヨシムラ

村 隆
タカヨシ

喜

生野区感染症セミナー第4回育和会呼吸器疾患地域連携の会

第6回地域医療担当者交流会

呼吸器教室、糖尿病教室のご案内

　平成29年12月9日（土）生野区感染症セミナーを開催しました。

当院総合内科藤岡医師より「外来における適切な抗生物質使用」

を演題とし講演いたしました。講演後には、参加いただいた先

生方との活発な意見交換を交わし有意義なセミナーとなりまし

た。また、当院では平成30年4月より抗菌薬適正使用支援チー

ム (AST)を 設 置 し ま し

た。週に一度会議をし、

主治医に抗菌薬の選択や

投与量に関しての変更案

提示や再検査の依頼など

を実施しています。

　平成30年7月19日（木）骨粗鬆

症治療 病診連携ネットワークを開

催しました。

　当院整形外科部長 苅田 充明医

師より「骨粗鬆症性椎体骨折を治療

してきて思う事～経皮的椎体形成術とBKPを中心に～」を演題

とし講演いたしました。

　講演後には、参加いただいた先生方と意見交換が行われ、とて

も有意義な時間になりました。

　平成29年9月16日（土）第4回育和会呼吸器疾患地域連携

の会を開催しました。

当院呼吸器内科洲鎌医師より「睡眠時無呼吸症候群について」、

浦岡医師より「当院における喘息治療の現状」、そして、特別講

演として大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学講師浅

井先生より「COPD

における最新の話

題について」を演題

にして実際の症例

に基づきご講演い

ただきました。

　平成30年2月17日（土）地域医療担当者交流会を開催いたし

ました。

　地域医療を担う多職種の方に参加いた

だきテーマを定めてグループワークを行

いました。今回は在宅診療をされている

医師にもご参加いただき、より現実的な

貴重な意見を頂戴し、とても有意義な時

間となりました。今後も多職種の連携を

更に深めていきたいと考えております。

呼吸器教室
平 成27年4月 よ り 毎 月 患

者さま向けに「呼吸器教室」

を開催しています。医師や

コメディカルより「肺炎」や

「COPD」などについてのお話しをしていますが、今年からは新

たに「睡眠時無呼吸症候群」をテーマにした講義も予定しており

ます。毎回たくさんの方にご参加いただき、「いつも楽しみにし

ています」との声もいただいております。また当教室ではスタ

ンプカードを用意しており、12回スタンプを集めた方にはささ

やかではありますが景品を用意しております。( 昨年度は3人

の方が皆勤されました。）今後も引き続き開催いたしますので、

ぜひご参加ください。

糖尿病教室
平成27年10月より患者さ

ま向けに「糖尿病教室」を開

催しています。医師やコメ

ディカルより、糖尿病につ

いての解説やシックデイとフットケア、食事療法や運動につい

てのお話をしています。

地 域 医 療 連 絡 室 直 通 T E L : 06-6758-8115　
　　　　　 検査予約専用TEL ： 06-6758-9230
　　　　　　　　          FAX ： 06-6758-8007
医療福祉相談室直通TEL・FAX ： 06-6758-1080

1発行日は8月1日へ変更

・1Ｐ目

　題である、育和会記念病院　循環器科

　循環器科→循環器内科へ変更。

本文　4行目

　山本干城医師→山本干城部長へ変更。

　本文　11行目

　（15年以上循環器科疾患に対応してきた経験のある3名のスタッフと

　8年目のスタッフ1名に循環器内科の運営に参画してもらい、）を削除

・3Ｐ目

　松浦医師

　循環器内科→循環器内科　部長へ役職名追加

　藤本医師

　削除

　鈴木医師

　脳神経疾患センター　部長を追加

・5Ｐ目

　登録医の追加

　添付します、登録医リストの71番目　大庭医院（オオバイイン）を東成区の

　大今里ふれあいクリニックの下に追加していただきたいです。

・6Ｐ目

　第6回地域医療担当者交流会

　2018年2月17日→平成30年へ表記変更



　4月から神経内科医の鈴木秀和先生が母校の近畿大学か

ら赴任され、脳血管障害や頭部外傷などの脳神経外科領域

の疾患だけでなく、アルツハイマー型認知症やパーキンソ

ン病・レビー小体型認知症・てんかん・脳炎・髄膜炎・ギラ

ン・バレー症候群・重症筋無力症・多発性硬化症などの神経

疾患も当院で幅広く診療することが可能となりました。

　高齢化とともに、認知症や神経変性疾患、脳血管障害な

どの神経疾患の有病率が増大し最近20年間で倍増してい

ます。厚生労働省の患者調査では、平成8年の神経系の疾

患の割合は外来患者数の1.6%、入院患者数の4.5%でし

たが、平成26年には外来患者数の2.4%、入院患者数の

9.3%に増加し、脳血管障害を加えると平成26年の外来患

者数の3.7%、入院患者数の21.4%を占めています。

　平成28年国民生活基礎調査によると要介護者となる最

多の原因は認知症であり、これに脳血管障害とパーキンソ

ン病を合わせると要介護者となる原因の46.6%を占めて

います。今後さらに高齢化が進む我が国において、神経疾

患が社会に与える影響は計り知れないものがあり、これに

正面から向き合う必要があります。

　長寿化社会を迎えるにあたり脳神経外科と神経内科によ

るチーム医療体制の構築によって、神経疾患の予防、急性

期治療、慢性期治療を

包括的に行える診療科

を目指していく所存で

す。地域の皆さま今後

ともよろしくお願いし

ます。

「脳神経疾患センター」発足のお知らせ

循環器内科 部長

坂
サカモト

本 常
ツネモリ

守

A1　出身地は東大阪市の河内小阪です。

平成5年に愛知医科大学を卒業後、大阪

市立大学医学部循環器内科に入局しまし

た。その後は関連病院にて主として血管

内カテーテル治療を専門に従事してきま

した。当院にも平成13年から2年弱の

短い期間ですが、お世話になりました。

A2　日本内科学会総合内科専門医、日

本循環器学会専門医、医学博士を取得し

ています。

A3　昨今の医療現場ですが、以前に比

較し高齢の心疾患患者が激増していま

す。多くの患者様が心疾患のみならず脳

血管障害や呼吸器疾患、認知症などの合

併症を有しています。現在、私は血管内

カテーテル治療からは手をおろしまし

た。そのような循環器内科医である立場

から、私の当院における抱負は高齢患者

様の心臓だけを診るのではなく、全身を

診させて頂き、そして必要である患者様

にはリハビリテーションを行い、可能な

限り元の生活の状態に戻って頂けるよう

にお手伝いをすることと考えています。

微力ではありますが近隣住民の皆様、

施設入所中の患者様ならびにお世話に

なっている先生方のお役に立てるよう

頑張りますので、何卒宜しくお願い申し

上げます。

循環器内科 部長

河
カワラダ
原田 修

オサミ
身

A1　愛媛県出身　広島大学卒業

岸和田徳洲会病院、スタンフォード大学、

西ノ京病院、国立循環器病研究センター

心臓血管内科医長を経て、当院循環器内

科部長。国立循環器病研究センター心臓

血管内科客員部長を兼任。

A2

・日本内科学会総合内科専門医

・日本循環器学会専門医

・日本脈管学会専門医　

・日本心血管インターベンション治療

　学会専門医

心臓や全身の血管疾患の診断と治療、特に

カテーテル治療を専門にしています。特に

閉塞性動脈硬化症やバージャー病に関する

診断治療の確立普及に従事してきました。

A3　常に謙虚さを忘れることなく、安

定で質の高い心臓血管診療を行っていき

ます。胸の痛みや圧迫感、息苦しさ、足

や手の潰瘍懐死、歩行時の足の痛みなど、

いつでもご連絡ください。よろしくお願

いいたします。

循環器内科 部長

松
マツウラ

浦 真
マサヨシ

宜

A1　出身は大阪市で、1998 年近畿大

学卒業です。前任地は近畿大学医学部堺

病院でした。

A2　専門は循環器で、前任地ではカテー

テル検査・治療、ペースメーカー植込み

含め循環器全般の診療を行っていました。

A3　循環器診療で地域に貢献できるよ

う頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。

　　　　 　　　　

呼吸器内科 

藤
フジイ

井 裕
ヒロコ

子

A1　出身は香川県で、兵庫医科大学を

卒業しました。昨年は大阪市立大学で研

修を終えました。

A2　医学部入学前は、理学療法士とし

て働いていました。

A3　まだまだ余裕がなく、周囲を見渡

せていないですが、そういう時こそ患者

さんへの温かい声かけを忘れずに、日々

邁進していきたいです。どうぞよろしく

お願いします。

　　　　　　　　

神経内科
脳神経疾患センター 部長

鈴
スズキ

木 秀
ヒデカズ

和

A1　千葉県、近畿大学、

近畿大学神経内科

A2　臨床神経学　内科認定医、総合内

科専門医、神経内科専門医、指導医

神経治療学会評議員、医学博士

近畿大学神経内科で主に神経難病（神経

免疫性疾患、神経変性疾患）の診療に従

事してまいりました。

A3　卒後、近畿大学神経内科で臨床神

経学を学んでまいりました。地域の医療

に貢献すべく、精進していきますので御

指導のほどよろしくお願いします。

泌尿器科

畠
ハタナカ

中 聡
ソウ

A1　出身は大阪府岬町、2016 年に大

阪市立大学を卒業しました。育和会で 2

年間初期研修後、そのまま泌尿器科に入

職しました。

A2　排尿障害や尿路結石、泌尿器腫瘍

を中心に診療をさせていただきたいと考

えております。

A3　まだまだ未熟者ですが、少しでも

地域医療に貢献できるように頑張りたい

と思います。よろしくお願いします。

 　　　　

皮膚科

藏
クラモト

元 美
ミキ
妃

A1　出身は高知県で、出身大学も高知

大学です。大阪医科大学付属病院で初期

研修終了しました。

A2　今年から皮膚科レジデントとなっ

たので、まだ専門はありませんがこれか

ら頑張ります。

A3　色々とご迷惑をおかけすることも

あると思いますが、頑張りますので、こ

れからよろしくお願いします。

放射線科

本
ホンジョウ

条 隆
タカシ

A1　岡山大学を卒業後、出身の香川

県で初期研修、大阪市大、ベルランド

総合病院で、１年ずつ放射線科研修し

ました。本年度より育和会記念病院で

お世話になります。

A2　マンモグラフィ読影認定医

A3　分かりやすいレポートを心がける

とともに診断精度の向上を目指したいと

思います。

研修医

大
オオヤマ

山 葵
アオイ

 

A1　大阪市出身です。

奈良県立医科大学を卒業しました。

A2　2 年間の研修を通して、専門とす

る分野を考えていきたいと思います。

A3　まだまだ右も左も分からない状態

ですが、一生懸命頑張りたいと思います。

ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いし

ます。

　　　

研修医

大
オオハラ

原 直
ナオキ

樹

A1　出身は大阪市です。

大阪市立大学を卒業しました。

A2　まだ１年目で専門分野はありませ

んが、将来は呼吸器疾患や感染症などに

ついての深い知識を身につけていきたい

と考えています。

A3　立派な医師としての技量を習得す

ることを目標に、2 年間の研修を行いま

す。患者さんの役に立てるような診療を

常に心がけていきたいと考えています。

研修医

前
マエダ

田 直
ナオヤ

矢

A1　出身はカリフォルニア州のパロア

ルト市です。

関西医科大学を卒業しました。

A2　専門分野はまだありません。

言語は日本語以外に英語と北京語を話せ

ます。

A3　2 年間を通して患者さんと病院の

ためにグローバル化する社会の中で貢献

できる医師になりたいと思っています。

 

医師
紹介

今年の4月から、新しく入職した先生方に、
下記の質問に答えていただきました。

　Q1 ご出身・前任地はどこですか?
　Q2 専門分野・資格・これまでの実績など
　Q3 育和会記念病院での抱負・方針

新任

育和会記念病院 脳神経外科

朝
アサイ

井 俊
トシハル

治
育和会記念病院 神経内科

鈴
スズキ

木 秀
ヒデカズ

和



　当院では地域の医療機関の先生方と密接な連携を保つため、

平成25年10月より開放型病院制度を運用しています。

　この制度は、病診連携の一環として病床の一部を開放し、かか

りつけ医の先生と当院主治医が連携して治療にあたり、患者さま

に安心して継続した医療を受けていただくための制度です。

　当院から退院され、地域の先生の診療所に戻られた時に病状

が把握しやすいため、患者さまにとっては一貫性のある診療を

受けていただくことができます。

　また、かかりつけ医の先生方にとっては入院中の共同診療や

当院が保有する検査機器の利用、当院主催の講演会および研修

会等の優先的な案内などのメリットがございます。

　詳細につきましては地域医療連絡室までお問い合わせください。

◎お問い合わせ先

地域医療連絡室　TEL. 06-6758-8115

開放型病院制度のご案内

登 録 医 一 覧 （地区別 五十音順 敬称略）

皮膚・排泄ケア認定看護師　中川 佳代子

　皮膚・排泄ケア認定看護師は、ストーマ（人工

肛門、人工膀胱）ケア、褥瘡（床ずれ）などの創傷

ケア、失禁関連の問題でお困りの方へのケアにつ

いて相談を受けたり、指導したり、実際に手当を行ったりする看

護師です。入院患者さまだけではなく、担当診療科を通じて外来

患者さまへのサポートも行っています。

　地域の病院・施設への、ストーマケアや褥瘡対策などの出張研

修も実施していますのでお気軽にお声かけください。

感染管理認定看護師　佐々木 富子

「グローバル化時代の感染症」という言葉をお聞

きになったことはあるでしょうか。

　交通網の発達した現代では72時間あれば地

球上のほとんどの土地に行けると言われています。それは感染症に

かかっても発症する前の潜伏期間の間に他の国へ行けるため、瞬く

間に世界中どの地域にでも拡がることを意味しています。

　たとえば2009年の新型インフルエンザはメキシコから始ま

りました。病原体は国境を越えてやってきます。今ある抗生物質

が効かない耐性菌、今まで人類の間で流行っていなかった病気な

ど感染症はますます増加・多様化してきました。

　予防・拡大防止を目的とした感染管理の重要性を日々実感して

います。地域の施設のみなさまからの相談や研修もさせて頂いて

いますのでお気軽にご相談ください。

緩和ケア認定看護師　若宮 寛美

　緩和ケアとは生命を脅かす疾患による身体的

（痛みや呼吸困難、全身倦怠感など）、精神的（気

持ちのつらさ、治療方針の迷いなど）、社会的（療

養場所の選定、経済的な悩みなど）な問題を早期に発見し、的確に

対処することにより苦しみを予防し、和らげることです。

　患者さま・家族さまとゆっくり面談を行い、医師・看護師・薬剤

師・医療スタッフと連携して問題の解決に臨みたいと思います。

できる限り早く対応していきますので、病棟・外来問わずご連絡

ください。

認知症看護認定看護師　脇 みどり

　認知症を持つ患者さまにとって、入院による急

激な環境の変化や治療は大きなストレスとなり、一

時的な混乱を引き起こしやすくなります。また身

体の不調や苦痛をうまく伝えることができず不安を抱えています。

　認知症看護認定看護師はそのような患者さんの思いに寄り添

い、安心して入院生活が送られるように医療スタッフと共に支援

していきます。また、家族や看護師の認知症看護に関する相談や

教育に応じていきます。

摂食嚥下障害看護認定看護師　宮崎悦子

　人間にとって「口から食べる」という行為は、

1日3回1年365日当たり前に行われる行為で

あり、ただ単に生命の維持という目的だけでな

く、楽しみや生きがいでもあります。しかし、その当たり前のこ

とが出来なくなってしまったとき、それが自分や大切な家族で

あったらどうでしょう。摂食嚥下障害看護認定看護師は、様々な

原因により上手く食べたり飲んだりすることが出来なくなってし

まった方に、最善の方向性を一緒に考えたり、また口から食べる

ことが少しでも長く出来る様に支援していきます。食べたり飲ん

だりすること、食べる時の姿勢や口腔ケアの方法など、お困りの

ことがありましたら気軽にご連絡ください。

私たちは、院内での研修や地域・施設に伺い講習会なども行っ

ております。気になること不安なことがありましたら、お気

軽にご相談いただきますようお願いいたします。

認定看護師のご紹介
育和会記念病院には、以下の5名の認定看護師が在籍

していますのでご紹介いたします。

医療機関名 医師名 郵便番号 住　所 電　話

有沢医院 有澤健司 ５４４-００１３ 大阪市生野区巽中２-４-１９ ６７５８-１１５４
井神クリニック 井神　仁 ５４４-００１４ 大阪市生野区巽東２-５-３１ ６７５７-１３４６
浦岡小児科 中村美奈子 ５４４-０００６ 大阪市生野区中川東２-１３-１７ ６７５４-０５１１
大江内科 大江洋史 ５４４-００１３ 大阪市生野区巽中１-２１-１８ ６７５８-２０８５
大江整形外科 大江久之 ５４４-００１３ 大阪市生野区巽中１-２１-１８ ６７５８-５５５０
岸田内科 岸田泰弘 ５４４-０００３ 大阪市生野区小路東１-３-２６ ６７５１-３５００
協同診療所 稲次征人 ５４４-０００３ 大阪市生野区小路東４-６-２７ ６７５２-５０７５
協同診療所 稲次直樹 ５４４-０００３ 大阪市生野区小路東４-６-２７ ６７５２-５０７５
協同診療所 稲次洋平 ５４４-０００３ 大阪市生野区小路東４-６-２７ ６７５２-５０７５
黒岡医院 黒岡京浩 ５４４-０００１ 大阪市生野区新今里７-１０-１５ ６７５７-２３０６
弘善会クリニック 伊藤　章 ５４４-００１１ 大阪市生野区田島５-２３-３９ ６７５６-８６８７
弘善会クリニック 北岡寛教 ５４４-００１１ 大阪市生野区田島５-２３-３９ ６７５６-８６８７
弘善会クリニック 中野誠人 ５４４-００１１ 大阪市生野区田島５-２３-３９ ６７５６-８６８７
さの内科医院 佐野徹明 ５４４--０００２ 大阪市生野区小路２-２８-２ ６７５４-２０２４
清水整形外科 清水孝修 ５４４-００１３ 大阪市生野区巽中４-１１-６ ６７５２-３８００
しあわせクリニック 成林葉子 ５４４-００２４ 大阪市生野区生野西２-５-１４　寺田町田中ビル１F ６７１１-２５２５
しあわせクリニック 亀山千晴 ５４４--００２４ 大阪市生野区生野西２-５-１４　寺田町田中ビル１F ６７１１-２５２５
杉村内科クリニック 杉村圭一　 ５４４--０００３ 大阪市生野区小路東３-３-７ ６７５１-０６４３
孫クリニック 孫　永煥 ５４４--００３１ 大阪市生野区鶴橋１-３-８ ６７１７-５０５０
谷本医院 谷本吉造 ５４４--０００４ 大阪市生野区巽北３-１６-３ ６７５２-５５０５
たかえクリニック 松岡孝枝 ５４４-００１１ 大阪市生野区田島４-１１-２ ６７５５-６７５５
田島クリニック 射手矢侑大 ５４４--００１１ 大阪市生野区田島６-２-２６ ６７５８-９９１０
中村クリニック 中村　徹 ５４４--００１３ 大阪市生野区巽中２-２２-１３ ６７５２-３１００
菜の花診療所 山寺慎一 ５４４-００３３ 大阪市生野区勝山北２-１１-２２ ６７１６-７０８７
にんクリニック 任　哲佑 ５４４--００１３ 大阪市生野区巽中１-２１-３２ ６７５６-８８０６
西牧医院 西牧弘行 ５４４-０００１ 大阪市生野区新今里５-１-４-１Ｆ ６７５８-５８７１
畠中クリニック 畠中剛久 ５４４-００２３ 大阪市生野区林寺３-１４-３２ ６７１５-３３５５
東田クリニック 東田　庸 ５４４--００１５ 大阪市生野区巽南５-２-４１ ６７９２-３０３３
藤井医院 藤井敬三 ５４４--００２３ 大阪市生野区林寺４-２-３２ ６７７７-０２２２
文クリニック 文　正夫 ５４４--００１３ 大阪市生野区巽中４-１９-１０ ６７５５-３８８０
ほうげん内科医院 金　邦源 ５４４-０００２ 大阪市生野区小路２-２７-１１ ６７５５-７０８１
松岡クリニック 松岡修二 ５４４-００１２ 大阪市生野区巽西１-２-１２ ６７５８-３３４７
宮永クリニック 宮永武章 ５４４--００１３ 大阪市生野区巽中４-１９-１０ ６７５５-３８７７
峯クリニック 峯　孝子 ５４４--０００３ 大阪市生野区小路東５-７-２２ ６７５８-２０８２
宮本医院 宮本　隆 ５４４--０００１ 大阪市生野区新今里３-２２-８ ４３０６-７７０１
宮川内科医院 宮川松剛 ５４４-００３１ 大阪市生野区鶴橋５-２１-７ ６７３１-２２５５
やすなりみどり診療所 安成春美 ５４４-００１５ 大阪市生野区巽南３-７-８ ６７５８-５５１１
やすなりみどり診療所 安成憲一 ５４４-００１５ 大阪市生野区巽南３-７-８ ６７５８-５５１１
李クリニック 李　在都 ５４４-０００１ 大阪市生野区新今里２-４-１５ ６７５１-０５５８
りょうクリニック 樑　昌熙 ５４４-００１３ 大阪市生野区巽中１-２３-６ ６７５３-３５７７
葵クリニック 田中聡彦 ５４７-００４１ 大阪市平野区平野北２-１４-６　オオクラ医療複合ビル１F ６７９６-２２５１
あかばねクリニック 赤埴𠮷髙 ５４７-００１５ 大阪市平野区長吉長原西１-４-６ ６７０４-７８９０
さだ内科クリニック 佐田玲子 ５４７-０００２ 大阪市平野区加美東１-１３-４４ ４３０３-８８７７
田中整形外科 田中富弥 ５４７-０００１ 大阪市平野区加美北５-１０-５２ ６７９４-６６６０
みのりクリニック 李　民實 ５４７-００４１ 大阪市平野区平野北１-９-８　武陵平野駅前医療複合ビル２Ｆ ６７９６-３１１０
みのりクリニック 姜　定孝 ５４７-００４１ 大阪市平野区平野北１-９-８　武陵平野駅前医療複合ビル２Ｆ ６７９６-３１１０
南クリニック 南　英利 ５４７-０００２ 大阪市平野区加美東４-２０-２０ ６７９１-３７３９
秋岡診療所 秋岡　要 ５３７-００１１ 大阪市東成区東今里１-７-１８ ６９８１-２２５５

医療機関名 医師名 郵便番号 住　所 電　話

えびすクリニック 阪本憲彦 ５３７-００１３ 大阪市東成区大今里南１-１-２３　ノアーズアーク今里駅前１０３ ６２２４-３１１４
大今里ふれあいクリニック 別府敬三 ５３７-００１３ 大阪市東成区大今里南１-３-１　大今里リハビリテーションセンター１Ｆ ６９７１-２１２１
大庭医院 大庭宗夫 ５３７-００２３ 大阪市東成区玉津２-１４-２９ ６９７１-２９１０
竹井クリニック 竹井通博 ５３７-００１４ 大阪市東成区大今里西３-１０-９ ６９７６-４６７１
長田医院 長田栄一 ５３７-０００２ 大阪市東成区深江南１-１０-８　ピアメゾン深江１階 ６９７３-５５００
よつ葉クリニック 前田巨人 ５３７-００１２ 大阪市東成区大今里３-１４-２３ ６９７６-００４８
かわぐち呼吸器内科クリニック 川口　俊 ５７７-０８４３ 東大阪市荒川１-４-２３ ６７３０-８２５９
岸川医院 岸川匡彦 ５７７-００５６ 東大阪市長堂１-９-１８ ６７８３-１６８９
酒井医院 酒井宏純 ５７７-０８０７ 東大阪市菱屋西２-７-１６ ６７２９-７７１５
たに内科クリニック 谷　和宏 ５７７-００６６ 東大阪市高井田本通１-５-３１ ６６１８-５０５０
土井医院 土井利毅 ５７７-０８３３ 東大阪市柏田東町６-１６ ６７２７-０５６６
みずしま内科クリニック 水嶋　潔 ５７７-００５４ 東大阪市高井田元町１-３-１ ６７８１-３３３０
安井クリニック 趙　秀一 ５７７-０００２ 東大阪市岸田堂西２-１-６ ６７２１-０００１
やまもと内科クリニック 山本年済 ５７７-０８３７ 東大阪市寿町３-１２-３ ６７２８-７７２４
龍神内科医院 龍神　慶 ５７７-０８４２ 東大阪市足代南１-４-５ ６７３０-５７３７
池田クリニック 池田光慶 ５４３-００４４ 大阪市天王寺区国分町３-２６-１F ６７７２-２１００
川端内科クリニック 川端一史 ５４２-００７３ 大阪市中央区日本橋１-１６-１６ ６６３４-０００３
北脇クリニック 北脇文雄 ５５８-０００３ 大阪市住吉区長居２-９-２５ ６６９２-０２６２
マサキクリニック 田中勝喜 ５８０-００２４ 松原市東新町４-１１-２ ０７２-３３９-６８２８
藤井内科小児科 藤井隆生 ５８１-００７２ 八尾市久宝寺１-１-８ ０７２-９９３-８８８１


