専門領域

日本病理学会コンサルタント

脳・神経

新宅雅幸「全般」
〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30 大阪赤十字病院 病理部
tel 06-6774-5111(代)

近畿支部コンサルタント
今井幸弘「脳腫瘍・脳の炎症」
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 4-6

神戸市立医療センター中央市民病院 臨床病理科

tel 078-302-4321 fax 078-302-5245
中嶋安彬「脳腫瘍」
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 京都大学医学部附属病院 病理診断部
tel 075-751-3488(または 3518) fax 075-751-3499
伊東恭子「全般」
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 京都府立医科大学 分子病態病理学

口腔・唾液腺

廣川満良「唾液腺」
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 8-2-35 隈病院 病理細胞診断部
tel 078-367-1411(内線 9127 ダイヤルイン) fax 078-371-3645

心臓・血管

今北正美「全般」
〒598-8577 泉佐野市りんくう往来北 2-23
りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院 検査科病理
tel 0724-69-3111(代) fax 0724-69-7929(代)

肺

消化管

tel/fax 075-251-5849
田中昭男「歯原性腫瘍・嚢胞」
〒573-1121 枚方市楠葉花園町 8-1 大阪歯科大学 口腔病理学
tel 072-864-3017 fax 072-864-3117
豊澤 悟「全般」
〒565-0871 吹田市山田丘 1-8 大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室
tel 06-6879-2891
原田博史「全般」(頭頚部含む)
〒594-0076 大阪府和泉市肥子町1-10-17 社会医療法人 生長会 府中病院 病理診断科
tel 0725-40-1234(代)
植田初江「全般」
〒565-8565 吹田市藤白台 5-7-1 国立循環器病センター 病理
tel 06-6833-5012 fax 06-6872-7486
北市正則「全般」
〒591-8555 堺市北区長曽根町 1180

石黒信吾「全般」
〒567-0865 茨木市横江 2-4-54 PCL 大阪病理・細胞診センター
tel 072-652-2178 fax 072-633-5174

国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 研究検査科

tel 072-252-3021 fax 072-251-1372
小橋陽一郎「全般」
〒632-8552 天理市三島町 200 天理よろづ相談所病院医学研究所 病理
tel 0743-63-5611(代)
横崎 宏「上部消化管(食道,胃)の全般」
〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-1 神戸大学大学院医学研究科 病理学講座病理学分野
tel 078-382-5460 fax 078-682-5479
西上隆之「全般」
〒671-1122 姫路市広畑区夢前町 3-1 新日鉄広畑病院 検査・病理
tel 0792-36-1038 fax 0792-36-8570
江頭由太郎「全般」
〒569-8686 高槻市大学町 2-7 大阪医科大学 病理学講座
tel 072-683-1221(代)

肝臓・胆嚢・膵臓

甲状腺・内分泌

野々村昭孝「全般」
〒634-8521 橿原市四条町 840 奈良県立医科大学 病理診断講座
tel 0744-29-8910 fax 0744-29-1460
若狭研一「全般」
〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町 1-4-3 大阪市立大学附属病院 病理部
tel 06-6645-2121(代)
伊倉義弘「肝臓全般／非腫瘍性病変」
〒569-1192 高槻市古曽部町 1-3-13 高槻病院 病理科
tel 072-681-3801(代) fax 072-682-3834(代)
森井英一「全般」
〒565-0871 吹田市山田丘 2-2 大阪大学大学院医学系研究科 病理病態学・病院病理部
tel 06-6879-3711 fax 06-6879-3719
中正恵二「全般」
〒663-8501 西宮市武庫川町 1-1 兵庫医科大学 病理学機能病理学部門
tel 0798-45-6432 fax 0798-45-6431
覚道健一「全般」
〒653-0838 神戸市長田区大谷町 2-6-2 神戸常盤大学 保健科学
tel 078-611-1821(代)
廣川満良「甲状腺」
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 8-2-35 隈病院 病理細胞診断部
tel 078-367-1411(内線 9127 ダイヤルイン) fax 078-371-3645

乳腺

腎臓・膀胱・前立腺

子宮・卵巣

名方保夫「全般」
〒555-0001 大阪市西淀川区佃 2-2-45

医療法人愛仁会千船病院 臨床病理科

tel/fax 06-6471-9550
三上芳喜「婦人科全般」
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 京都大学医学部附属病院 病理診断部
tel 075-751-3488 fax 075-751-3499

春日井務「全般」
〒553-0003 大阪市福島区福島 4-2-78 大阪厚生年金病院 病理科
tel 06-6441-5451(代) fax 06-6445-8900(代)
小西 登「全般」
〒634-8521 橿原市四条町 840 奈良県立医科大学 病理病態学講座
tel 0744-22-3051(内線 2237) fax 0744-23-5687
辻 求「全般」
〒569-8686 高槻市大学町 2-7 大阪医科大学 病院病理部
tel 072-683-1221(内線 3315) fax 072-684-6896
若狭朋子「婦人科」
〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30 大阪赤十字病院 病理部
tel 06-6774-5111(代) fax 06-6774-5131(代)
棟方 哲「全般」
〒590-0064 大阪府堺市堺区南安井町1丁1番1号市立堺病院 病理・研究科
TEL 072-221-1700(代)内線 2291 fax 072-225-3303(総務課)

リンパ節・造血

骨・軟部

中峰寛和「全般／骨髄系腫瘍以外」
〒590-0482 泉南郡熊取町若葉 2-11-1 関西医療大学 病理学・免疫学部門
tel 072-453-8251 fax 072-453-0276

小西英一「骨軟部全般」
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 京都府立医科大学 病院病理部

tel 06-6972-1181(代)

中嶋安彬「骨腫瘍,軟部腫瘍」
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 京都大学医学部附属病院 病理診断部
tel 075-751-3488(または 3518) fax 075-751-3499

岩佐葉子「軟部全般」
〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町 1-4-3 大阪市立大学大学院医学研究科 病理病態学
tel 06-6645-3741 fax 06-6645-3742
長廻 錬「全般」
〒584-0082 富田林市向陽台 1-3-36 大阪府済生会富田林病院 病理科
tel 0721-29-1121(代) fax 0721-29-4608
星田義彦「全般」
〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-20 住友病院 病理部
tel 06-6443-1261(内線 6300) fax 06-6444-3975
伊藤智雄「全般」
〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-2 神戸大学医学部附属病院 病理部
tel 078-382-6470

移植

小児

解剖症例

〒537-8511 大阪市東成区中道 1-3-3 大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 病理・細胞診断科

tel 075-251-5111(代)

皮膚

胎盤

青笹克之「全般」
〒565-0871 吹田市山田丘 2-2 大阪大学大学院医学系研究科 病理病態学
tel 06-6879-3711 fax 06-6879-3719
中塚伸一「全般」
〒660-8511 尼崎市稲葉荘 3-1-69 関西労災病院 病理科
tel 06-6416-1221(代)
大澤政彦「リンパ腫・類縁疾患全般」
〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 大阪市立大学大学院医学研究科 診断病理学
tel 06-6645-2225 fax 06-6646-3798
富田裕彦「全般」

中山雅弘「全般」
〒594-1101 和泉市室堂町 840 大阪府立母子保健総合医療センター 検査科
tel 0725-56-1220 fax 0725-56-1858
中山雅弘「全般／特定の疾患;小児の突然死,胎児症例」
〒594-1101 和泉市室堂町 840 大阪府立母子保健総合医療センター 検査科
tel 0725-56-1220 fax 0725-56-1858

橋本公夫「全般／特に呼吸器疾患」
〒651-2273 神戸市西区糀台 5-7-1 西神戸医療センター 病理科
tel 078-993-3771 fax 078-993-3777
井上 健「全般」
〒534-0021 大阪市都島区都島本通 2-13-22 大阪市立総合医療センター 病理部
tel 06-6929-1221(内線 6155) fax 06-6929-2041
若狭朋子「全身疾患」
〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30 大阪赤十字病院 病理部
tel 06-6774-5111(代) fax 06-6774-5131(代)

