
科の紹介

特色・方針

糖尿病を中心とする糖代謝疾患、肥満症、高脂血症(脂質代謝異常)、甲状腺疾患、副甲状 
腺疾患、視床下部下垂体疾患、副腎疾患などが対象です。糖尿病教育入院や各種内分泌負 
荷試験(二次性高血圧の鑑別等)、甲状腺超音波検査(穿刺吸引細胞診)などを交えながら診
療しています。

糖尿病・内分泌代謝内科の概要

糖尿病では外来でのインスリン導入にも対応しています。糖尿病教室には地域医療室を 
通じてご参加していただくことも可能です。フットケア外来や糖尿病透析予防指導も対象 
者に実施しています。
専門外来は、予約診療のみですが、地域の診療所からは当日でも予約できます。 初めて
受診する場合や長く受診されていない場合には、できるだけ診療所の医師から紹介状をも
らってください。診療所の医師は、当院の地域医療室を通じて簡単に予約をとることがで
きます。
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外 来診療 一覧 ( 内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病・内分泌代謝内科 )

外来診療一覧 ( 専門外来：予約制 )

月曜日

午前

中原 由良 内田
森 畦西 平田

西原 北尾 久堀 小西 山北

午後

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日

午前

肝臓 (森下)

糖尿病・内分泌(平田)

肝臓 ( 平野 ) 肝臓（賀来）
糖尿病・内分泌(森 )

循環器（北尾）
糖尿病・内分泌(井端 )

糖尿病・内分泌(籠田)

血液 ( 畦西 )

胃腸センター(西原 )

糖尿病・内分泌(平田)

肝臓 (森下)糖尿病・内分泌(久堀)

胃腸センター(由良)

循環器 (小西)

糖尿病・内分泌(井端)

血液(内田）

合併症(平田)

糖尿病・内分泌(井端 )

胃腸センター(由良)

午後

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

井藤

胃腸センター(山崎)

山本(特別外来)

化学療法 ( 坂井 )

外来治療センター（西原）

外来治療センター（内田）

胃腸センター(水谷(昌))

井端

糖尿病・内分泌(阪本 )

外来治療センター（畦西）

山崎

籠田

肝臓（賀来）

循環器 ( 北尾 )

胃腸センター(山北)

循環器(井藤)

肝臓 ( 水谷(直) )

平野(特別外来)

山口（特別外来）

肝臓 ( 水谷(直) )
胃腸センター（中原）
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糖尿病・内分泌代謝内科主任部長
NST委員長
糖尿病・内分泌・代謝
平成12年3月

井端 剛（いばた たけし）

役職

専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・ 日本内科学会 総合内科専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医
日本医師会認定産業医
日本腎臓学会
日本病態栄養学会
日本骨代謝学会

担当医からのメッセージ
平成20年4月からこちらに勤務させていただい 
ております。 内科の中でも、糖尿病を中心とし
た内分泌疾患 を専門としております。 これから
も、地域の皆様のお役に立てるように努力して
いきますので、何卒よろしくお願い申し上げま
す。

担当医からのメッセージ
令和３年４月より勤務となりました。地域の開業
医の先生方と連携しながら患者さんに合わせた糖
尿病治療と生活指導を行ってまいります。よろし
くお願い申し上げます。

役職

専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・

医長
糖尿病・内分泌・代謝
平成15年3月
日本内科学会総合内科専門医
日本糖尿病学会
日本内分泌学会

森 由 希子（もり ゆきこ）

担当医からのメッセージ
糖尿病・内分泌疾患を中心に、内科疾患を担当さ
せていただきます。丁寧な診察と分かりやすい説
明を心がけ、患者さんから信頼されるよう努めて
参ります。

役職

専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・

医員
糖尿病・内分泌・代謝
平成26年3月
日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会 糖尿病専門医
日本内分泌学会

籠田 芳夫（こもだ よしお）

担当医からのメッセージ

平田 歩（ひらた あゆむ）

箕面市立病院内科系診療の一端を担う者として精
一杯尽力して参りますのでよろしくお願いいたし
ます。

役職

専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・

糖尿病・内分泌代謝内科部長 糖尿病セ
ンター長
糖尿病・内分泌・代謝
平成13年3月
日本内科学会 総合内科専門医
日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・
指導医
日本循環器学会 循環器専門医
日本動脈硬化学会 専門医

役職

専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・

医員
糖尿病・内分泌・代謝
平成29年3月
日本内科学会内科専門医
日本糖尿病学会
日本内分泌学会

久堀 元博（くぼり もとひろ）

担当医からのメッセージ

箕面市の地域医療に少しでも貢献できるよう頑張
ります。よろしくお願いいたします。
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レジデント
糖尿病·内分泌·代謝
令和2年3月

田中 匠（たなか たくみ）

役職
専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・ 日本内科学会

役職
専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・

レジデント
糖尿病・内分泌・代謝
平成30年3月
日本内科学会
日本糖尿病学会

阪本 隆希（さかもと りゅうき）

レジデント　　　　

令和3年3月

加藤 諒（かとう りょう）

役職
専門分野
卒業年月

資格など
所属学会・ 日本内科学会

日本糖尿病学会
日本内分泌学会
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■ 実施している検査
75gOGTT

各種負荷試験等(下垂体機能検査、副腎機能

検査、インスリン分泌能評価等)

副腎皮質シンチ、副腎髄質シンチ、副腎静

脈血サンプリング（放射線科）

糖尿病合併症検査（自律神経機能、ABI、頚

動脈エコー）
持続血糖モニター（CGM）

甲状腺エコー検査、吸引細胞診

アキレス腱軟線撮影（脂質異常症）

■ 実施している治療

糖尿病食事療法、運動療法、各種経口薬療法

インスリン療法（強化療法～BOT）

インスリン自己注射指導、自己血糖測定指導

糖尿病教室･サロンでの療養指導

糖尿病教育･入院

糖尿病合併症評価

糖尿病透析予防指導

高血糖緊急症

低血糖

副腎皮質ホルモン、抗利尿ホルモン補充療法

甲状腺疾患(バセドウ病や橋本病等)に対する

薬物療法

低ナトリウム血症や低カリウム血症などの電
解質異常

脂質異常症に対する薬物療法

お問い合わせは　箕面市立病院　電話　０７２７２８－２００１　まで
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