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遠藤 清 院長 診療科：外科

生駒市は、生駒山を挟み、大都市圏大阪に隣接し

、文化、医療は、奈良ではなく大阪に組み入れら

れているのが現状です。しかし、健康維持、疾

病の治療をするための病院が、離れたところに

あるというのは、決して健全とは言えません。地

方創生、地産地消の考えも一般化してきた中で、生駒市に総合病院をという

市民の方々の声を受け、生駒市立病院は2015年に開院しました。一般急性

期病床203床、集中治療病床（HCU）7床の計210床。16診療科をそろえ、

市民のニーズにあった医療を展開しています。

特に、1年365日24時間断らない救急医療、次代の日本を担う小児を支

えるための周産期を含めた小児医療、国を挙げて取り組んでいる4大疾病

（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）の医療を重点的に充実させるべく

日々取り組んでいます。また、それら専門医療だけではなく、風邪などの身

近な医療も随時行っており、市民の皆様のかかりやすい病院でもあります。

まだ、若い病院でこれからさらに医療内容を充実させていく予定ですので、

これからもよろしくお願いします。

昭和62年 滋賀医科大学卒
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松浦泰彦 副院長 循環器内科

昭和58年 大阪医科大学卒
日本内科学会・認定医
日本循環器学会・専門医
日本心血管インターベンション治療学会・専門医・指導医

開院時から循環器内科の診療を中心に診察しております。外来は月・
水・金の午前とまた月曜日の夕方に総合診療を担当しております。虚血性
心疾患（狭心症、心筋梗塞）、閉塞性動脈硬化症、不整脈（徐脈はペース
メーカー植込み、頻脈はカテーテルアブレーション）などの検査および治
療を施行しております。これからも地域の皆様との信頼構築、開業医の方
との連携を強くすることで生駒市の心疾患の患者様に関わっていきたいと
考えております。

藤原一央 副院長 放射線科

昭和60年 近畿大学医学部卒

京大医学博士
放射線専門医・放射線研修指導医・IVR専門医・IVR指導医
乳癌学会認定医・がん治療認定医・がん治療暫定指導医

専門 放射線診断、放射線治療、IVR、がん化学療法

開院以来、放射線診断や高額医療機器の共同利用、がん治療相談、が
ん化学療法を通じて、皆様の支援を賜りながら地域医療にお応えしてま
いりました。当院放射線科は、常勤医師であります私と今年から新たに
加わった女性技師2名を含め放射線技師8名が勤務しております。検査機
器としましては、一般撮影装置、X線TV装置、64列CT、1.5TMRI、血
管撮影装置を有し、一般診療のみならず、24時間体制での救急医療や高
度先進医療の一翼を担って日々診療に従事しております。今後は、マン
モグラフィーや放射線治療装置の導入をめざし、周辺の医療機関様との
連携を深めて、地域医療への貢献度を高めたい所存です。私自身、院内
標榜ではありますが「がん治療相談外来」を開設し、がん治療相談やセ
カンドオピニオン、がん化学療法を行っております。お困りの患者様が
おられましたら、ぜひともご紹介賜りたく存じます。

では、今後とも皆様のご期待に添うべく医療の充実に務めて参ります
ので、何卒ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。
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三木 克彦 副院長 外科

平成8年 奈良県立医科大学卒

日本外科学会・専門医
日本消化器外科学会
日本癌治療学会
近畿外科学会・評議員

昨年4月より生駒市立病院に着任し、外来診療や手術をはじめ、救急対応、
在宅診療に従事しています。当院では一般的な外傷から悪性腫瘍に対する
治療まで幅広く診療を行い、様々な病状に柔軟に対応しています。良性疾
患に対しては総合的に外科治療の必要性を判断し、がん治療に対しては進
行度に応じた治療方針を提案します。進行がんでは外科治療・化学療法・
放射線療法・緩和医療などが必要になりますが、外来・入院を通じて切れ
目のない医療の提供に努め、全身状態に加え病状経過や背景も考慮した上
での治療方針を共に考えていきます。

今年はがんリハビリテーションの施設基準も取得しました。今後とも生
駒市民の医療に貢献するために医療の充実を図っていきたいと考えており
ます。

亀山 敬幸 副院長 血管外科

昭和63年 京都大学医学部卒

日本胸部外科学会
日本外科学会
日本循環器学会

私は生駒市立病院開院時より、末梢血管外科、末梢血管血行再建術、塞
栓除去術、下肢静脈瘤手術、内シャント造設術、ペースメーカー移植術、
各種血管形成術（PCI、PPI）を施行し、様々な症例に対応してまいりまし
た。昨年からは血管外科に吉田先生が加わり、当院の救急対応も含め血管
外科の症例増加につなげています。

今年5月からは集中治療室が再開しました。吉田先生のもと、重症度の高
い患者に対応する事で地域のニーズにさらに答えることができると考えて
おります。これからも生駒市立病院をよろしくお願いいたします。
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出張医療講演のご案内

出張医療講演をさせていただきます。ご希望の講演がありましたら、
お問い合わせください。下記は、講演例ですが他にご要望がござい
ましたら別途ご相談をお受けします。
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ガンの早期発見について 糖尿病について
動脈硬化について 腰痛について
骨粗鬆症対策 健康管理について
眼瞼下垂について 慢性腎臓病について
AEDの使い方 認知症について

産婦人科のご案内

小児科のご案内

今村医師を始め、小林医師・松尾医師（女性）・藤井医
師にて、日祝日以外の診察を行っております。里帰り出
産にも対応しております。

診察時間
9～12

月 火 水 木 金 土

午前Ⅰ 今村 今村 今村
松尾
（女医）

今村 今村

午前Ⅱ 小林 小林 小林 小林 藤井

白濵医師と松田医師・進藤医師の3人体制です。月曜日は、夕方の
診療も行っています。白濵医師は、アレルギー専門医でもあります。
入院対応も可能です。

診察時間 月 火 水 木 金 土

午前
（9～12)

白濵 松田 白濵 進藤 白濵

夕方
(17～19）

白濵



今年度の新入職員
平成30年4月2日（月）に今年度の新入職員を迎えました。今年度は、総

勢31名で一度の入職としては最大の人数になりました。内訳として医師1

名、助産師2名、看護師14名、救急救命士2名、薬剤師2名、臨床検査技

師1名、放射線技師2名、理学療法士3名、臨床工学技士1名、医事課3名

を迎えました。

放射線科の坂口健太技師のメッセージを紹介します。

「生駒市立病院に入職してから約2ヶ月が経ちました。私は社会人として

も１年目でまだまだ未熟ではありますが、様々なスタッフの皆さんや患者

さんなど周囲の人達に支えられながら、毎日充実して仕事をすることがで

きています。医療現場は毎日が勉強で、先輩方からはたくさんの理論づけ

たご指導を頂いております。大変ではありますが、診療放射線技師として

これから多くの経験を積んでスキルアップを目指し、様々なことに挑戦し

ていきたいと思っています。」

屋上から生駒山を背景に
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〒630-0213

月 火 水 木 金 土

Ⅰ 後藤　智親 後藤　智親 石井　一慶 担当医 村上　雅朗 後藤　智親

Ⅱ 村西　佑介 中川　久恵 小林　澄子 中川　久恵 清水　隆雄

Ⅲ 下村　樹実代 新保　貴史

午前 （消化器内科）
髙野　真美
（初診のみ）

後藤　智親
（初診のみ）

髙野　真美
後藤　智親
（初診のみ）

髙野　真美

（循環器内科） 松浦　泰彦
亀山　敬幸
（血管外科）

松浦　泰彦
亀山　敬幸
（血管外科）

松浦　泰彦
吉田　雄一

（6/）

（血管外科）

Ⅰ 遠藤　清 三木　克彦 遠藤　清
（乳腺・甲状腺外来）

遠藤　清 三木　克彦 三木　克彦

Ⅱ 三木　克彦
（化学療法）

吉田　雄一 亀山　敬幸 亀山　敬幸

李　塡鏞　 角谷　聡 中西　新 中西　新 角谷　聡
李　塡鏞（6/2・16・30）

角谷　聡（6/9/23）

フットケア外来 フットケア外来
アンチエイジング

（6/2・16・30）

完全予約制

椋棒　圭子 椋棒　圭子 椋棒　圭子 椋棒　圭子 椋棒　圭子

宮﨑　潔
名島　将浩
（6/13）

（～11時）
宮﨑　潔 宮﨑　潔

～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                藤原　一央

白濵　素子 松田　卓也 白濵　素子 進藤　圭介 白濵　素子

枝川　右

平野　一
（腎不全外来）
（6/13・27）

12:00 Ⅰ 今村　正敏 今村　正敏 今村　正敏 松尾　愛理 今村　正敏 今村　正敏

Ⅱ 小林　八郎 小林　八郎 小林　八郎 小林　八郎 藤井　光久
（6/）

徳永　英守
 9：30～

山中　龍也

菅井　直介
（6/5・19）

9：30～

飯田　淳一
（13時～16時）

田村　雅一
（13時～16時）

東　治人
（6/13・27予約制）

（14:30～15:30）

李　塡鏞
（14時～17時）

レーザー外来
（15時～17時）

李　塡鏞
（14時～17時）

李　塡鏞
（14時～17時）

アンチエイジング
（13時～17時）

完全予約制

アンチエイジング
（13時～17時）

完全予約制

アンチエイジング
（13時～17時）

完全予約制

まぶた外来
（15～17時）

椋棒　圭子
（14時～16時）

椋棒　圭子
（14時～16時）

松浦　泰彦 三木　克彦 遠藤　清 吉田　雄一 遠藤　清

白濵　素子

※　この予定表は基本スケジュールです。都合により休診、診療時間が変更の場合があります。

生駒市立病院　外来予定表
生駒市立病院 指定管理者医療法人徳洲会

奈良県生駒市東生駒1-6-2

TEL:0743(72)1111　 FAX:0743(71)9100

平成30年6月分

診療科

枝川　右

内科 

9:00

形成外科

皮膚科

整形外科

外科

血管外科

皮膚科

がん治療相談外来
（院内標榜）

腎臓泌尿器科

形成外科

産婦人科

小児科

枝川　右

夕診
17：00

～
19：00

総合診療科

小児科

枝川　右

（～11:30）

枝川　右

（6/9・23）

脳神経外科

ペイン（痛み）外来
（院内標榜）

午後

脳神経外科

腎臓泌尿器科
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お問合せ、ご要望はお電話にて
お願いします。
電話 0743-72-1111
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電車でご来院の場合
近鉄東生駒駅より徒歩3分

車でご来院の場合
東生駒1丁目交差点から
東へ300m

発刊に際しまして
生駒市立病院だよりは、病院の情報をみなさまにお伝えしていくことを

目的に発行しました。創刊特別号としまして院長・副院長の言葉を掲載さ
せていただきました。今後の内容としましては、診療科はもちろん四季
折々健康上の注意点や病院における数字なども掲載してまいります。この
紙面を見ていただけるみなさまからご意見をいただき、親しまれる内容に
していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 編集委員


