
呼　吸　器

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西21番１号 多田　弘人 タダ　ヒロヒト 呼吸器外科 呼吸器機能障害 H26.7.1

医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西21番１号 辻　文生 ツジ　フミオ 内科 呼吸器機能障害 H20.5.30

医療法人京優会 北摂三木病院 吹田市岸部中4丁目25番６号 大谷　伊知郎 オオタニ　イチロウ 内科 呼吸器機能障害 H15.2.25

医療法人共愛会 相川診療所 吹田市南高浜町32番19号 松田　敏宣 マツダ　トシノリ 内科 呼吸器機能障害 H4.11.2

医療法人共愛会 相川診療所 吹田市南高浜町32番19号 松田　敏宣 マツダ　トシノリ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H4.11.2

奥田内科クリニック 吹田市垂水町1丁目７番13号 奥田　恭久 オクダ　ヤスヒサ 内科 呼吸器機能障害 H11.2.3

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 青木　竜男 アオキ　タツオ 心臓血管内科 呼吸器機能障害 R3.3.17

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 大郷　剛 オオゴウ　タケシ 肺循環科 呼吸器機能障害 H29.9.19

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 佐田　誠 サタ　マコト 呼吸器科 呼吸器機能障害 H18.9.25

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 辻　明宏 ツジ　アキヒロ 心臓血管内科 呼吸器機能障害 H30.6.7

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 福井　重文 フクイ　シゲフミ 心臓血管内科 呼吸器機能障害 H28.10.4

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

                         大阪府済生会千里病院
吹田市津雲台1丁目１番６号 古川　貢 フルカワ　ミツグ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H27.4.15

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

                         大阪府済生会千里病院
吹田市津雲台1丁目１番６号 山根　宏之 ヤマネ　ヒロユキ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H27.6.11

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 岡田　あすか オカダ　アスカ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H30.7.9

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 竹中　英昭 タケナカ　ヒデアキ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H20.9.11

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 長　澄人 チョウ　スミト 内科 呼吸器機能障害 H6.11.1

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 長　澄人 チョウ　スミト 呼吸器科 呼吸器機能障害 H6.11.1

1/4



呼　吸　器

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 井上　匡美 イノウエ　マサヨシ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 H18.3.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 内海　朝喜 ウツミ　トモキ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 H18.3.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大瀬　尚子 オオセ　ナオコ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 R2.4.30

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　三徳 オオタ　ミツノリ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　三徳 オオタ　ミツノリ 外科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 奥村　明之進 オクムラ　メイノシン 呼吸器科 呼吸器機能障害 H18.3.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 奥山　宏臣 オクヤマ　ヒロオミ 小児外科 呼吸器機能障害 H27.1.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鎌田　振吉 カマタ　シンキチ 小児外科 呼吸器機能障害 H7.2.1

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 川瀬　一郎 カワセ　イチロウ 内科 呼吸器機能障害 H14.5.17

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 川瀬　一郎 カワセ　イチロウ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H14.5.17

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 川村　知裕 カワムラ　トモヒロ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 H28.10.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 木島　貴志 キジマ　タカシ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H20.11.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 木田　博 キダ　ヒロシ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H22.3.18

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 木村　賢二 キムラ　ケンジ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 R2.4.30

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 熊谷　融 クマガイ　トオル 呼吸器科 呼吸器機能障害 H20.11.19
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病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 塩野　裕之 シオノ　ヒロユキ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 塩野　裕之 シオノ　ヒロユキ 外科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 白山　敬之 シロヤマ　タカユキ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 R3.12.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 新谷　康 シンタニ　ヤスシ 呼吸器外科 呼吸器機能障害 R2.4.30

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 武田　吉人 タケダ　ヨシト 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H31.4.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 立花　功 タチバナ　イサオ 内科 呼吸器機能障害 H14.5.17

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 立花　功 タチバナ　イサオ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H14.5.17

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 田附　裕子 タヅケ　ユウコ 小児外科 呼吸器機能障害 H29.3.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 仲谷　健史 ナカタニ　タケシ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H30.3.28

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 長友　泉 ナガトモ　イズミ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 H26.4.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 濱田　悠介 ハマダ　ユウスケ 小児科 呼吸器機能障害 H29.3.10

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 平林　弘久 ヒラバヤシ　ヒロヒサ 呼吸器科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 平林　弘久 ヒラバヤシ　ヒロヒサ 外科 呼吸器機能障害 H15.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 松本　錦之介 マツモト　キンノスケ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 R4.3.24

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 南　正人 ミナミ　マサト 外科 呼吸器機能障害 H8.8.6

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 三宅　浩太郎 ミヤケ　コウタロウ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 R2.7.13

京谷医院 吹田市山田西4丁目２番18号104サンノーブルＹＡＭＡＭＯＴＯ104号 京谷　晋吾 キョウタニ　シンゴ 内科・循環器内科 呼吸器機能障害 H23.8.8
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病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

建都透析クリニック 吹田市岸部南1丁目17番26号 小出　達真 コイデ　タツマ 内科・泌尿器科 呼吸器機能障害 R2.3.25

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 鉄本　訓史 テツモト　サトシ 呼吸器内科 呼吸器機能障害 R1.6.24

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 横内　秀起 ヨコウチ　ヒデキ 外科 呼吸器機能障害 H13.9.17
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