
はじめて受診される方へ
外来受診のご案内

大阪公立大学医学部附属病院
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【理念】
　 私たちは、医学部建学の精神である「智・仁・勇」に基づき
１　地域住民の健康に寄与する質の高い医療を提供します。
２　こころ豊かで信頼される医療人を育成します。
３　医療の進歩にたゆまぬ努力を続けます。
　

【特定機能病院】
　 本院は医療法に定める「特定機能病院」の承認を厚生労働省より受けており、専門別高
度先進の医療機能を有する病院です。
本院は「特定機能病院」として急性期治療を中心に高度専門医療を必要とされる患者さ
んを診療する役割を担っています。その役割を果たすために地域医療機関と相互に協力・
連携し診療を行っています。
　

【かかりつけ医を持ちましょう】
　 本院では、かかりつけ医からの紹介により、専門的な検査や治療を行っております。かか
りつけ医からの診療情報提供書（紹介状）を持参していただくことで、病状・検査結果・服
用しているお薬等がわかるため、スムーズに治療を受けていただくことができます。
また、本院での治療終了後、病状が安定された患者さんや療養期に移行された患者さんは、
他の医療機関や紹介元のかかりつけ医で病状の経過観察や投薬等を行っていただいており
ます。かかりつけ医をお持ちでない方は、お住まいの近くでご自分のかかりつけ医を持ち
ましょう。
　

【本院は教育病院です】
　 本院ではすぐれた医師、看護師ならびに救急救命士等を養成し、社会に貢献するため、
指導医師・看護職員等の監督下に医科・歯科研修医、看護師等の研修ならびに医・看護学
生等の実習を行っております。
みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

【初診受付時間】午前８時４５分～午前１０時３０分（除く休診日）

【休診日】土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）
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初診受付時間：午前 8時 45分～午前 10時 30分
原則として、かかりつけ医など他の地域医療機関からの紹介状が必要です。
ただし、症状などの事情により受診いただけない場合がございます。
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放射線科

放射線治療科

核医学科

総合診療科

感染症内科

ゲノム診療科

膠原病･リウマチ内科

麻酔科・ペインクリニック科

脳神経外科

眼科

整形外科

女性診療科

消化器外科

肝胆膵外科

皮膚科

形成外科

耳鼻いんこう科（予約患者さん優先）

心臓血管外科

呼吸器外科

小児外科

乳腺外科

循環器内科

呼吸器内科

生活習慣病・糖尿病センター

腎臓内科

骨・内分泌内科

脳神経内科

消化器内科

肝胆膵内科

血液内科・造血細胞移植科

小児科・新生児科

泌尿器科（腎臓移植）

神経精神科

歯科口腔外科

肝細胞癌をはじめとした癌、閉塞性動脈硬化症や門脈圧亢進症などの血管内治療　など

悪性腫瘍全般、一部の良性腫瘍　など

RI 治療（甲状腺がん、甲状腺機能亢進症）、シンチ検査、PET検査　など

内科一般、外科一般　など

感染症一般、呼吸器感染症　など

遺伝性疾患一般、遺伝カウンセリング、遺伝学的診断　など

膠原病（内科的なもの）、全身性エリテマトーデス、強皮症　など

帯状疱疹痛、脊椎疾患による痛み、癌性疼痛　など

脳腫瘍、脳血管障害、脊椎・脊髄疾患、てんかん外科　など

加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、白内障、網膜硝子体疾患　など

関節外科、手の外科、脊椎外科、骨軟部腫瘍、リウマチ外科、小児整形、スポーツ外科　など

婦人科（悪性／良性腫瘍）、妊娠（合併症／正常）、内分泌不妊、骨盤臓器脱　など

食道・胃・十二指腸、小腸・大腸疾患　など

肝癌、胆道癌、膵癌、胆石症、肝・胆・膵疾患　など

皮膚悪性/良性腫瘍、薬疹、水疱症、アトピー性皮膚炎 (重症 )、尋常性乾癬 (重症 )、など

顎顔面外科、再建外科、先天性異常、皮膚軟部腫瘍 (良性、悪性 )、難治性皮膚潰瘍　など

頭頸部腫瘍、めまい、中耳疾患、難聴・耳鳴　など

虚血性心疾患、弁膜症、先天性心疾患　など

良性および悪性肺腫瘍、胸部の肺腫瘍性疾患、気腫性病変　など

ヘルニア関連疾患、小児泌尿器科疾患、小児急性腹症　など

乳腺疾患（良性／悪性疾患）　など

循環器疾患一般、心筋梗塞、心不全、弁膜症、不整脈　など

呼吸器疾患一般、気管支喘息、慢性肺疾患・肺がん　など

糖尿病、糖尿病性腎症、脂質異常症、肥満症、糖尿病足病変　など

糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎臓病、糖尿病性腎症　など

甲状腺疾患、副腎疾患、副甲状腺疾患、高尿酸血症、骨粗鬆症　など

認知症、パーキンソン病、脳卒中、頭痛　など

消化器疾患、内視鏡検査を要する胆膵疾患　など

肝・胆・膵疾患、肝炎、肝硬変、肝癌、胆管癌、膵癌　など

白血病 (急性／慢性 )、悪性リンパ腫、骨髄腫、再生不良性貧血　など

小児神経・筋疾患、小児内分泌・糖尿疾患、新生児疾患　など

腎腫瘍、膀胱腫瘍、前立腺腫瘍、腎移植、腎不全　など

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害　など

顎口腔領域に発症する疾患、周術期等口腔機能管理　など
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■■■ 各診療科のご案内 ■■■
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診療情報提供書（紹介状）が必要です
本院を初診、初診扱いで受診される場合は、原則としてかかりつけ医など他の地域医療機関（病院
や診療所）からの「診療情報提供書（紹介状）」が必要です。ご自身の診療が円滑に行われるため
にも「診療情報提供書（紹介状）」をご持参くださいますようお願いします。
　
初診
初めて行く医療機関で受診することを一般的に初診と言います。この他、予約なしで 1 年以上受診
していない場合、診療科で終診となられた場合は初診扱いとなります。

診療予約
診療予約は、かかりつけ医などの他の地域医療機関（病院又は診療所）を通じてのみ受け付けております。
予約なしで来院された場合は、長時間お待ちいただくことがあります。
※患者さんから直接のお申込みは受け付けておりません。

次の診療科は完全予約制です
膠原病・リウマチ内科　/　ゲノム診療科　/　整形外科　/　歯科口腔外科
◇かかりつけの医療機関から本院の地域医療連絡室を通じて予約をお取りください。
　
医療機関からの問い合わせ先
地域医療連絡室　06-6645-2877
受付時間　午前 9時～午後 7時　（ただし、土・日・祝日と 12/29 ～ 1/3 を除く）
※患者さんからの予約は受け付けておりません。

選定療養費
本院は「特定機能病院」としての役割を果たすために地域医療機関と相互に協力・連携し診療を行っています。

「診療情報提供書（紹介状）」がないと「医療費」とは別に「選定療養費」として初診時7,700 円（非課税 7,000 円）、
再診時3,300 円（非課税 3,000 円）（救急・公費の患者さんを除く）をご負担いただいております。
予約なしで1 年以上受診していない場合も同様です。（令和4 年 1 0 月現在）

再診・予約
診察には、原則として事前の予約が必要です。診察終了後、受診診療科で「予約票」をお渡しし
ています。予約票には次回診察日・時間等が印字されています。
予約当日、予約票に書かれている時間前に、再診受付機で受付の手続きを済ませたうえで、受付票
に記載のある診療科等の受付に「予約票」と「診察券」を提示してください。
　
なお、事前の予約変更は、月～金曜日　午後2時～午後4時の間に各診療科へ電話で連絡してください。

診察券
診察券は、全診療科共通で使用します。大切に保管してください。
「氏名」、「住所」、「電話番号」、「健康保険証」等に変更が生じた場合、診察券を紛失した場合は、
初診受付③～⑤窓口へお申し出ください。再発行には別途費用がかかります。
　
領収書
領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。

　
患者さんの個人情報の保護について
本院では、患者さんに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、 
患者さんの個人情報の取り扱いにも、細心の注意を払っています。
　
院外処方
医薬分業推進のため、院外処方を実施しています。院外処方せん相談窓口をご利用ください。

【セカンド・オピニオン】　完全予約制です。(詳細は、お電話か窓口でお問い合わせください。)

お問い合わせ先： 06-6645-3399
受　付　時　間 ： 13:00 ～ 15:00
相　談　時　間 ： 事前検討、意見書作成、面談を含めて 60分以内。
費　　　　　用 ： 33,000 円　（保険は適用されません。）
窓　　　　　口 ： 病院１階①番相談窓口、がん相談支援センター （いずれも休診日を除く）　

ご注意ください。

■■■ 受診手続について ■■■
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▶ 初めて受診される方

▶１年以上受診していない方

▶１年以内に受診歴があるが
診療科で終診となられた方

◎必要なもの
①診療情報提供書（紹介状）
②健康保険証
　医療受給者証
　　または
　医療券（生活保護受給中の方）
③お薬手帳（お持ちの方）

初診受付時間
午前 8時 45分～午前 10時 30分

発券機の受付時間
午前 8時 00分～午前 10時 30分

●初診受付の流れ

初　診

（注）地域医療連絡室での初診の予約がある方は③番窓口で地域医療連絡室整理券をお取りください。

１．整理番号発券機で「整理券」をお取りください。（注）

２．「診察申込書」にご記入ください。
※ご記入に不便な方は、お気軽に職員に声をかけてください。

３．受付中番号の表示がお手元の「整理番号」に
　　なりましたら、初診受付④～⑤番窓口にお出しください

ー提出物ー
診察申込書
診療情報提供書（紹介状）
健康保険証（医療受給者証 等）

４．診察券の用意ができましたら
診察券お渡し口⑥番でお渡しいたします。

５．受診される診療科受付へ「診察券」と
「診療情報提供書 (紹介状 )」をお出しください。

大阪公立大学医学部附属病院

矢印の方向にお入れください

診 察 券
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▶診察予約のある方

▶検査のみの方

・血液検査
・レントゲン
・ＣＴ・ＭＲＩなど

◎必要なもの

①診察券
②予約票
③健康保険証など

再　診

初　診

各　科　外　来　受　付

診　　察　・　検　　査

料　　金　　　計　　算

会　　計　・　自動支払機で料金精算

院外処方せん相談受付
（社）大阪府薬剤師会　　ご自宅近くの薬局でお薬の受け取りができます

再　診

保険証の有効期限が切れている場合は、予約されていても、再診受付ができない場合があります。新しい
保険証の確認が必要です。また、再診受付機及び画面、受付票に保険確認メッセージが表示された場合も、
「保険確認カウンター」へ保険証を提示してください。

受付時間
午前 8時 00分～午後 4時 45分
地下１階　時間外窓口前　　　　１台
１階　総合案内付近　　　　　　５台
　　　保険証確認カウンター横　１台
２階　保険証確認カウンター横　１台

院　外　薬　局

帰　　　　　宅

ＡＴＭ感覚でお支払いができます
(クレジットカード・デビットカードがご利用いただけます）

再診受付機で受付を済ませてください。

① 診察券を入れる
② 予約を確認する
③ 確認を押す
④ 受付完了
⑤ 受付票と診察券を取る

予約のない方は、再診受付機では受付できません。
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■■■ 患者のみなさんへお願い ■■■
◎あなたの健康に関する情報は、できる限り正確にお伝えください。
◎病院スタッフの説明でわからない点がございましたら、お尋ねください。
◎診療上必要な指示や助言は、お守りください。
◎他の患者さんの権利を尊重し、迷惑がかかることのないようにご配慮をお願いします。
◎治験・臨床試験に、ご協力をお願いします。
◎大学病院の責務である医療人の育成と研究に、ご理解とご協力をお願いします。｠

■■■ 患者さんの権利 ■■■
◎安全で質の高い医療を受けることができます。
◎自由意志に基づき治療を選択することができます。
◎十分な説明と情報提供を受けることができます。
◎セカンドオピニオンを希望される場合は、紹介を受けることができます。
◎人の尊厳を尊重した医療を受けることができます。
◎医療に関する個人情報やプライバシーが保護されます。
◎健康教育を受けることができます。

■■■ 患者さんの責務 ■■■
◎病状など必要な情報は正確にご提供ください。
◎納得し合意した医療方針には積極的に取り組んでください。
◎病院内の規則や指示を守ってください。
　（暴言・暴力・迷惑行為があった場合、警察へ通報することがあります。）
◎適時適正に医療費をお支払いください。

■■■ こどもの権利 ■■■
◎こどもたちや親たちは、年齢や理解度に応じた方法で、病気や治療の説明を受け、すべ
ての決定において参加することができます。
◎こどもたちは、不必要な医療的処置や検査から守られます。
◎こどもたちは、いつでも親または親代わりの人が付きそう権利があります。
◎こどもたちは、年齢や症状にあわせて、遊び、レクリエーションに参加し、教育を受け
ることができます。
◎こどもたちは、気配りと共感をもって治療され、プライバシーはいつでも守られます。

■■■ 診察までの流れ ■■■
①診察の順番が近づくと各診療科の案内表示板に受付番号が表示されます。
　 ※ 35 放射線科・放射線治療科受付には案内表示板がございませんので、受付に直接お声がけください。

②受付番号が表示されましたら、中待ち合い（診察室前の廊下）の椅子に掛けてお待ちくだ
さい。
③診察室からお名前を呼ばれましたら、診察室にお入りください。

■■■ 診察終了後 ■■■
①診察終了後、中待ち合いの椅子に掛けてお待ちください。
②担当者がファイルを渡し、計算受付など、次の場所へのご案内を行います。
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【施設の利用にあたって】
◎本院は、盲導犬など介助犬の同伴が可能な施設です。
　それ以外、ペットの同行はお断りしております。

◎赤ちゃん用おむつ交換台を多目的トイレ内に設置しています。
　大人用おむつ交換台を１階 総合診療センター前の多目的トイレに設置しています。

◎病院敷地内は全面禁煙です。

【携帯電話のご使用について】

◎携帯電話・スマートフォン等の使用は、院内は許可区域のみ使用可能です。
他の患者さんへのご迷惑にならないように、許可区域 ( ステッカーで明示 ) や病院スタッフの指示を守っ
ていただきますようお願いいたします。
※医療従事者は、迅速な連絡体制確保のため、電波が微弱な医療用PHSを導入しています。

【院内での撮影、録音について】　
当院では、患者さんや職員のプライバシーに配慮するうえで、許可なく、院内でのカメラ・ビデオカメラ・
携帯電話等による写真（動画）撮影・録音をすることは禁止しております。

【貴重品管理と盗難防止】　
◎貴重品は、ご自身により管理してください。院内での盗難・紛失などについては、責任を負いかねます。
◎防犯上、監視モニターを設置しております。あらかじめご了承ください。
◎不審な人物を見かけられた場合は、お近くの病院スタッフまでお知らせください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

【非常災害時】
◎地震や火災・災害等の非常事態が生じたときは、医師・看護職員・病院職員の誘導に従ってください。

◎共有スペースは、お互いにマナーを守り、ゆずりあってご利用ください。
◎他人に迷惑をかける行為、飲酒、暴力、暴言、不法行為など病院の秩序を乱すような行為がある場合、
強制退去していただくことがあります。
◎医師、看護職員、病院職員への心づけ、謝礼・贈答品などは、固くお断りしております。　

◎本院では、ごみの分別を進めております。
　ご理解、ご協力をお願いします。

一般ごみ プラスチック ペットボトル あきかん･あきびん

■■■ お知らせ【ご利用にあたって】 ■■■
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■■■ 院内アメニティのご案内 ■■■

医療相談窓口
本院では、患者さん、ご家族等からの相談をお受けする窓口を設置しております。ご相談により患者
さんが不利益になることはございません。相談内容に応じて、プライバシーに配慮した相談室で対応い
たします。

診断書・証明書
診断書、証明書が必要な場合、受診されている各外来診療科受付へお申し出ください。

ご意見箱
患者さんからのさまざまなご意見をいただけるよう「ご意見箱」を設置しています。
いただいたご意見は、病院機能の充実、良質な医療・環境の向上のため活用させていただきます。
ー設置場所ー
　１階玄関ホール、２階再診受付機横、３階エスカレーターホール、各病棟談話室

場　所 開設時間 備　考
総合案内
医療相談
制度・費用相談
医療安全相談
各種相談支援センター
（拠点病院事業）

　8:30 ～ 16:45
　9:00 ～ 16:45
　9:00 ～ 16:45
　9:00 ～ 16:45

　9:00 ～ 16:45

コンビニエンスストア
美容室
カフェ
銀行 /ATM
自動販売機
郵便ポスト

ローソン
アンクス
ドトールコーヒーショップ
大阪シティ信用金庫

６階
５階
１階
B１階
B１階～３階
１階正面玄関横

ゆうパック、郵便ポスト、コピー・FAX、ATM

ATM
全フロア
外来診療科案内図 1階参照

受診科相談、仕事と治療の両立支援相談、在宅療養相談など
医療制度、医療費、福祉介護サービスなど
診療に関する医療安全上における相談

がん相談、肝疾患相談、認知症相談など

  玄関付近
１階①窓口
１階②窓口
１階①窓口

１階①窓口

患者総合支援センター（休診日を除く）
窓 口 等

場　所窓 口 等 開設時間 備　考
保険確認カウンター
計算受付
自動支払機
院外処方せん相談
入院受付
在宅医療材料払出室

時間外会計

　8:30 ～ 16:45
　9:00 ～ 17:15
　9:00 ～ 17:00
　9:00 ～ 17:00
　9:00 ～ 17:15
　9:00 ～ 17:00
17:00 ～翌日 8:45
　　　終日

休診日を除く

１階・２階
１階
１階
１階
１階
１階

B１階
休診日を除く
休診日

■■■ 窓口などのご案内 ■■■
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■■■ 外来診療科のご案内 ■■■

放射線科・放射線治療科
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■■■ memo ■■■

6 コンビニエンスストア

コンビニエンスストア



【駐車場】

駐車場は有料です。駐車場は台数に限りがあり、大変混雑します。なるべく公共交通機関をご利用ください。
※お車で来院される方は、病院地下駐車場をご利用ください。
営業時間：午前 8時～午後 8時（入出庫は、営業時間内にお願いします。）
駐車可能台数　268台

※身体障がい者手帳等の交付を受けているご本人が運転、または同乗する車両は、利用当日に 限り、駐車料
金を免除（無料）することができます。駐車料金免除には手続きが必要です。駐車場管理室または１階
総合案内で下記いずれかの手帳と診療費領収書（または受付票）をご提示ください。
①身体障がい者手帳　②精神障がい者保健福祉手帳　③療育手帳　④被爆者健康手帳

P
地下

◆　Osaka Metro

◆　Osaka Metro

◆　Osaka Metro

◆　JR西日本

◆　近畿日本鉄道 (近鉄 ) 　　南大阪線

◆　阪堺電気軌道・上町線

◆　大阪シティバス

御堂筋線「天王寺駅」　西改札

谷町線「天王寺駅」　南西・南東改札

御堂筋線／堺筋線　「動物園前駅」東改札口

「天王寺駅」　中央改札口

「大阪阿部野橋駅」　西改札口

「天王寺駅前」

「市大病院前」

⑭番出口　⇒

⑭番出口　⇒

②番出口　⇒

⇒

⇒

⑭番出口　⇒

⇒

徒歩約 7分

徒歩約 9分

徒歩約 8分

徒歩約 9分

徒歩約 9分

徒歩約 8分

徒歩約 1分

利
用
料
金

普通
料金

一日
利用券

時　間 料　金 備　考
１時間毎
午前 8時から午前 0時まで
午前 0時から午前 8時まで

午前 8時から翌日の午前 9時まで 
(8:00 ～ 20:00 の間、入・出庫可能）

ご希望の方は、
営業時間内（8：00～ 20：00）に、
駐車場管理室までお越しください。

５時間以上の駐車は、
自動的に上限料金になります。

300円
上限 1,500 円
上限 1,500 円

3,000 円

大阪公立大学医学部附属病院
〒545-8586　大阪市阿倍野区旭町 1丁目 5番 7号　TEL06-6645-2121（代表）　
URL　https://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/

■■■ 地図・交通アクセスのご案内 ■■■


