
【大阪府立病院機構大阪国際がんセンター　診察担当医】　　令和元年7月～　 最終更新日2019.06.17

科コード・診療科 ブロック 部屋
月 火 水 木 .

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

　
　
内
科
系

01 腫瘍循環器科
13

14 西川

23 ☆淡田（第2･3･4週）

14

26 塩山 塩山

27 藤田 岡 藤田 岡

29 安居 大星

17 成人病ドック科 13 １７ 担当医 担当医   向井 担当医 担当医   向井 担当医

02 脳循環内科 13 22 ☆船内 

14 29 大江洋 大江洋 

04 呼吸器内科

13

4 九野

5 今村 田宮基 熊谷 木村円 田宮基

6 西野 熊谷 井上貴 西野 井上貴

14
32 河内

33 久原/禁煙外来(1･3週)

05 血液内科 13 14 多田

14

26 多田 政家 

28 石川 堤 多田 石川 血液一般

29 政家 

32 藤 

33 藤

30 腫瘍内科

13

2 ☆吉波（腫・乳腺）

20 長谷川晶（腫・大腸） 西尾 （腫・乳腺） 藤澤（腫・乳腺） 西尾（腫・乳腺） 藤澤 （腫・乳腺）

21 杉本（腫・消化器） 屋木（腫瘍全般） 屋木（腫瘍全般） 杉本（腫・消化器） 長谷川晶（腫・大腸） 

22 大塚（腫瘍全般）

14
32 大塚（腫瘍全般） 工藤

33 工藤 

外来化学療法
18

94 髙田（膵胆） 藤澤 （腫・乳腺） 長谷川晶（腫・大腸） 屋木 （腫瘍全般） 

95 藤澤（腫・乳腺） 久野 杉本 （腫・消化器） 

33 消化管内科

13

2 松浦倫 東野

10 七條 竹内 七條 

11 石原 上堂 竹内 石原 上堂 

12 金坂 金坂 東野 前川 前川

22 山本幸

34 肝胆膵内科    

13

10 片山（肝胆膵） 大川（肝胆膵） 

14 今井（肝胆膵） 

15 池澤（膵胆） 阿部（肝胆膵） 福武（膵胆） 髙田（膵胆）  福武（膵胆） 

16 上原（膵胆） 井岡（膵胆） 阿部（肝胆膵） 井岡（膵胆） 髙田（膵胆） 

22 蘆田（膵胆） 上原（膵胆） 蘆田（膵胆） 

23 名和（肝） 池澤(膵胆） 名和（肝） 大川（肝胆膵） 

14 26 片山（肝胆膵） 松永（肝） 

35 内分泌代謝内科 13 12 内分泌代謝　一般

14

27 丸川 

33 山﨑

28 山﨑

32 ☆栗原 

16 心療・緩和科
13

2 心理相談 ☆池田（ペ） ☆棚田（ペ）

4 和田信 藤井志 ☆柏木 藤井志 心理相談 和田信 藤井志 

22 栄養腫瘍科 13 2 飯島

   ※ 飯島Dr.（緩和）… 身体症状：倦怠感・悪心・嘔吐・呼吸苦など　　　※ 和田Dr.・藤井Dr.（心療）… 精神症状：抑うつ・せん妄・不眠・不安など
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科コード・診療科 ブロック 部屋
月 火 水 木 .

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

外
科
系

19 消化器外科

15

37 矢野（食） 大植（腸） 杉村（食） 原口（腸） 宮田（食）

38 大森健（胃） 安井昌（腸） 原（胃） 西村潤（腸） 山本和（胃）

39 山田（肝胆膵） 新野（胃） 髙橋秀（膵） 髙橋秀（膵）

50 飛鳥井（肝胆膵） 長谷川慎（肝胆膵） 和田浩（肝胆膵）

16 47 左近（14：00～）

17 56 松浦成

呼吸器外科 15 50 木村亨

16 51 東山 岡見 馬庭 岡見

乳腺・内分泌外科

16

45 乳腺一般外来 乳腺一般外来 乳腺一般外来 乳腺一般外来

46 玉木 日馬 中山貴 玉木 橘髙

47 乳腺初診外来 乳腺初診外来 上田 乳腺初診外来

外科（投薬） 16 41 投薬 投薬 投薬 投薬 投薬

09 脳神経外科
16 52 沖田 ☆木下（第2週） 浅井 沖田

(第1週)脳神経外科一般

/(第2～5週)浅井

10 整形外科　　                        
（骨軟部腫瘍科）

17

54 中 院内初診 / 院外初診 ☆荒木（第1週） 田中 院内初診 / 院外初診

55 若松 院内初診 / 院外初診 田宮大

56  井上陽/ 院内初診 伊村

58 院内初診 / 院外初診

11 心臓血管外科 14 33 ☆三浦

12 婦人科

20

63

上浦 太田 上浦 太田64

65

66
久 渡辺 木村敏 木村敏 久

67

13 泌尿器科

21

72 ◎垣本 垣本 西村和 ◎西村和

73 中山雅 ◎中井康 ◎中山雅 中井康

74 ◎永原 永原 山本致

15 頭頸部外科
（耳鼻咽喉科）

23

87 頭頸部Ⅰ 喜井 頭頸部Ⅰ 藤井隆 頭頸部Ⅰ

88 頭頸部Ⅰ 音在 頭頸部 Ⅰ 曺（ﾁｮｳ） 頭頸部Ⅰ

90
腫瘍外来（第1・2・3週）　

宮部 木村隆
(第1週PM)☆鈴木

ヴォイスプロテーゼ（第4週） （第1週AM）腫瘍外来
37 形成外科

22
78 形成一般 形成一般

79 高原 栗田

38 腫瘍皮膚科

15
49 大江秀 爲政 ☆種村（第2・4週）

爲政（第1・3・5週）
☆花岡

大江秀（第2・4週）

50 腫瘍皮膚科（再診）
26 麻酔科 14 25 担当医 担当医 担当医 担当医

70 歯科（オーラルケア）
22

81 石橋 石橋 石橋 伊藤 石橋 （第1･3･5週全日/第2･4週AMのみ）石橋

82 石本 石本 石本 石本 （第1･3･5週全日/第2･4週AMのみ）石本

14 眼科
22 84 担当医（入院のみ） 担当医（入院のみ）

21 放射線診断・IVR科 13 23 前田

22 放射線腫瘍科

29

１診 ◎手島 ◎森本 ◎金山 ◎小西/中西 ◎平田→7/16より◎和田健

２診 金山 ◎井川 手島 井川 ◎和田健→7/16より◎虎谷

３診 井川 小西 和田健→7/16より虎谷 和田健 中西

４診 小西 手島 平田→7/16より和田健 森本 金山

５診 放射線腫瘍科　再診 平田→7/16より虎谷 放射線腫瘍科　再診 放射線腫瘍科　再診 森本

３６ リハビリテーション科
25

リンパ浮腫初診

リンパ浮腫治療 リンパ浮腫治療 リンパ浮腫治療 リンパ浮腫治療 リンパ浮腫治療

【看護外来担当表】 ブロック 部屋 月 火 水 木 金
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

看護外来　　　　　　　　　　　　　　　　　

※「共通」は、各看護外来で時間ごとに使用
13

30 移植　　　　 ※(第1･3･5週)共通1 (第1･3週)移植/(第2･4週)がん看護 移植　　 (第2･4･5週)共通1 化学療法 がん性疼痛

31
（第1週）糖尿病 （第3週PMのみ/第4週全日）糖尿病　　　　

乳がん 共通2 共通2
（第2･4週全日/第3週AMのみ）共通2 （第1･4週全日/第3週AMのみ）共通2

40 皮膚排泄 皮膚排泄

　※　 は、先月からの変更箇所です ☆は、非常勤医師です ◎は、初診対応です


