就任のご挨拶
総合内科部長

泌尿器科部長

池田

河瀬

恭治

ǽᇹɂ̱᥆ȾႆɑɟȹఊқɁ ²°
ࢳऍɥ̱᥆ȺᤈȧȪǾඒɁ²°ࢳɥ
ూ̱ȺǾޙ۾გɗˢᓐ፱նგ
ȺюᇼǾюґฦˁ͍ពɁᒱࣂɥȪ
ȹȗɑȪȲȟǾ९ȗɕȞȤȭ ´°
දȺջաࠎȾሉɝǾᐍԇɗᐍࢳგɁژᇀᆅሱȾि̜Ȭ
ɞȦȻȾȽɝɑȪȲǿ
ȨɜȾ ²° ࢳȟጽȴఊऻɂᒲґɁ
ႆɑɟ᥅Ⱦȶȹɕșˢ࣊ԗჵɁးکȺЄȠȲȗ
Ȼ९ȗǾ´ ఌȞɜණႎგȾӱɔȨȮȹȗȲȳȗȹȝ
ɝɑȬǿ²°ࢳɁᩖȾԗޙᅺឧɗԗჵ੫ᚓǾފɵʵʐ
Ƚȼ۾ȠȢԇˁ۰៛ȪȲးکɥҰȾੑșȦȻɕ
۹ȗȺȬȟǾ̷ᩖȟ̷ᩖɥɒɞȻȗșژటɂ۰ɢɜ
ȽȗȻαȫǾȽȾȞɅȻȷȺɕȝमȾȹɟɃȻȗ
ș९ȗȺˢ̷ˢ̷ɁপᐐȨɦȾȪȹȗɑȬǿ
ǽ፱նюᇼߩᩌԗɁԗ࢙ЅȾȷȗȹȨɑȩɑȽឰᝲ
ȟɓ˹Ǿ፱նюᇼˁ፱նᜱჵȻɂȼșȕɞɌȠȽɁ
ȞǾ۹റȽ̷ȲȴɁᐎțȾɈɟᒲґȽɝȾᐎțȹɕȗ
ɑȬȟǾ¢ ȞȞɝȷȤ ¢ ɗ ¢ ٣ ޤ¢ Ȼȗșɮʫ˂ʂȟᣋ
ȗɁȺɂȽȗȺȪɚșȞᴼგю۶ɁᄒറȻᣵଆȪȽ
ȟɜȽɦȻȞ٥ЫȺԗჵᣵଆɁᢞɥࢿȥȹȗȤȲɜ
Ȼ९ȶȹȝɝɑȬǿ

紀夫

ǽछᇼȾȝȗȹɂጙ±ࢳᩖᩋ˪٣
Ɂ±̷ͶҤȺɁᜱჵȺǾ٥ڒɁаႆ
ȾɂȧᣘɥȝȞȤȪȹȝɝɑ
ȪȲȟǾɛșɗȢᴯ̷ͶҤȾɝ
̾ऻ۶఼ᜱჵˁਖ਼ᚓȽȼɥЭȨȮ
ȹȗȠȲȗȻ९ȶȹȝɝɑȬǿ
ǽҰ͖٥ɂ̱᥆ಔგȺ ¹ ࢳᩖɁ٣ᐳ˹Ⱦᒆᑻᨢɥ
˹॑ȻȪȲୣ۹ȢɁюᨢਖ਼ᚓɥஃᚐȪȹɑȗɝɑ
Ȫ Ȳǿᒆᑻᨢਖ਼ᚓɂᩒਖ਼ᚓȾȪȹӁȟߴȨȢͲ
ΞᛰȺȕɝǾն΄დɗҋᚌᦀɁນߵǾоఙᩖɁᅽ᎔
ȽȼɁ۹ȢɁҟཟȟȕɝǾฦࠇبᇼᬻڒɁ˿Ƚਖ਼ᚓɂ
ᩒᒆȞɜᒆᑻᨢਖ਼ᚓȾሉᚐȪȹȠȹȝɝɑȬǿछᇼɂ
² ̷ȻɕȾᒆᑻᨢ੫ᚓᝓްԗȺȕɝǾ̾ऻժᑤȽდ
ȾߦȪȹሥᄑȾȞȷާпȾɔȹɑȗɝȲȗȻ९
ȶȹȝɝɑȬǿ
ǽɑȲ̷ՠɁᯚᳮԇȾͧȗࠇٌᫍˁࠇ܅ᇣȽȼ˩
ࠇᡅდɥᜮțɞপᐐɕۄӏȪȹȝɝǾდȟȢ
ᫍผॴɁɂழგᜱᣵଆɥᣮȪȹȧጳ̿ȗȲȳȠǾ
დȟާްȬɟɃᣡጳ̿ȨȮȹȗȲȳȠȲȗȻᐎț
ȹȝɝɑȬǿ̾ऻȨɜȾᜆ߈Ƚ٥ڒᣵଆɥᄻȪȹ
ȗȢސȺȬɁȺɛɠȪȢȝ᭐ȗ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ

消化器科特集

消化器センター

副院長

高橋

ǽԇبʅʽʉ˂ᴥԇبюᇼᴦȺɂǾʋ˂ʪԗჵ
ȾɛɝপᐐటͱɁԗჵɥᚐȽșȦȻɥژటᦉ
ȻȪǾԇከȞɜᑄˁᑓˁᒛɑȺǾԇبюᇼ
ᬻڒɁȕɜəɞপȾߦख़ȪȹȗɑȬǿ࿑Ⱦॲॴ
ఙგɁॴಐ˨ǾୗॲপɁလȟᯚȢǾ۶ᇼ
ɗߪ፷ᇼȽȼȻɁᣵଆɁɕȻǾᒆୗॲপ
ȾߦȪȹࢠȾఊױɁԗჵɥ૬ΖȺȠɞͶҤɥ॑
ȟȤȹȗɑȬǿ

周史

ǽࢲ ²¸ ࢳ ´ ఌɛɝǾ٣ޤୈʋ˂ʪɁˢ׆ȻȪȹ٣
ޤୈᅆ឴࢙ ³ ջȟ๊ӦɥᩒܿȪȹȗɑȬǿ
ǽާ॑Ȫȹ٣ޤჵ᭴ȪȹȗȲȳȤɞɛșȾǾপᐐȨɦˁ
ȧȻɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȻɝႆ๊ᐐȻȪȹɁপᐐ
ȨɦɁཟȾȶȹ๊ӦȪɑȬǿ
ȰȪȹგȞɜ٥ڒɁ
ᅆ឴ˁ̿឴ɋȻୈɥፕፖȪɑȬɁȺǾɛɠȪȢȝ᭐ȗ
ȪɑȬǿ

地域医療連携だより
地域医療支援病院
医療法人財団 康生会 武田病院 発行
京都市下京区塩小路通西洞東入東塩小路町 841-5 TEL：075-361-1351（代表）

理念

担当医の紹介
■ 上段

安岡

文隆
雄基
繁雄
貴之

松山
（左中央） 高橋
（右中央） 平田
（右）
山口

竜三
周史
育大
琢

（左）

受付時間
月曜日〜金曜日

碓井

（左中央） 遠藤

8 : 30㹼19 : 00

土曜日

（右中央） 眞鍋

8 : 30㹼17 : 00

（右）

※日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みさせていただいております。

医療機関専用

基本方針

専攻医

■ 下段
（左）

T E L ( 075 ) 361-1352 （直通）
FAX ( 075 ) 361-1337（直通）

※地域医療連携室受付時間外につきましては医事部（医療事務）にて対応させていただいております。

TEL (075 ) 361-1351（代表） FAX (075 ) -361-1268（医事部専用）

・思いやりの心
・地域社会の信頼
・職員相互の信頼

16.07.01

・ブリッジ・ザ・ギャップス
・患者さんの権利尊重
・信頼の医療に向けて
・地球にやさしい環境づくり

環境方針
副院長
医長

・省資源・省エネルギーの推進
・廃棄物の3R
（減らす、再使用、再資源化）の推進
・安全性・快適性の推進
・環境広報活動の推進

新外来棟に内視鏡室がリ二ューアルオープンしました
۶఼ɁީȾͧȗǾߵȪਖ਼ȺȕȶȲюᨢɂ
۶఼ ² ᪡ȾȲȾᩒᜫȨɟɑȪȲǿ
ḧ юᨢɁʃʤ˂ʃȟि఼ɛɝࢿȢȽɝɑȪȲɁȺǾԚґȽ
ǽ ࢿȨɁ೫౼ȟ ³ ࠎᆬίȺȠɑȪȲǿ
Ḩ ि఼Ǿ˨юᨢ೫౼ɂՁҬȻȪȹ̙ጙҤȺȪȲȟǾ೫౼
ȾͺᛀȟȺȠɑȪȲɁȺǾ
ፏ᭥ȺԟҰ˹Ⱦȧ఼ȗȲȳȤɟɃ
̙ጙȽȪȺɕछஓȾ೫౼ȟժᑤȻȽɝɑȪȲǿ
ḩ ּᭀᲽᥖȽȼɁ೫౼ҰѿᏚɥᚐșԚґȽʃʤ˂ʃɗ᚛
ǽ ȽȼɕᆬίȺȠǾপᐐȨɦɁɬʫʕʐɭȟտ˨ȪɑȪȲǿ

Q3. 小腸の病気とカプセル内視鏡検査の適応は??
ȦɟɑȺȈߴᒅɁგɂߵȽȗȉȻȨɟȹȠɑȪȲȟǾɵʡʅʵюᨢȽȼɁ೫౼ਖ਼
ɁᄊکȾɛɝȈ۶ȻߴᒅȾგ۰ȟȕɞȉ
ȦȻȟɢȞȶȹȠɑȪȲǿ࿑ȾǾᯚᳮԇȾɛɝ
ᯏˁᩜኮপɗᑲಲڸˁᘑᚌॴ॑পɁۄӏȾͧȗǾʃʐʷɮʓॴཕᨕმᗧɗɬ
ʃʞʴʽɥఏႊȮȩɞɥीȽȗপᐐȨɦȟࢠȾۄțȹȝɝɑȬǿȦɟɜȾɛɞߴᒅ
༆ძɗҋᚌɥɒɞൡ͢ȟۄțɑȪȲǿɑȲǾͅɁаّȻպറȾɹʷ˂ʽგɥɂȫɔȻ
ȬɞཕდॴᒅপɕॲۄȪȹȗɑȬǿߴᒅɁ೫౼ɥ॒ᛵȻȬɞপᐐȨɦɂ͏Ұɛɝಐ
ȾۄțȹȗɑȬǿ
ί᪙ᤛख़ȻȽɞɁɂȈߴᒅপȟஒᅺՐɂჀɢɟɞপᐐȉȾછ۾ȨɟɑȪȲǿ
ȲȳȪǾ
ԇከɁሸՐɂߴԇɁժᑤॴȟȕɞکնȾɂǾʛʐʽʁ˂ɵʡʅʵȾɛɞԇከᩒ
ᣮॴΙȟ॒ᛵȺȬǿ

Ḫ ೫౼ऻɁʴɵʚʴ˂ʣʍʒɥюᨢɁ᪬ɝȾµ ի϶țɑȪȲ
ɁȺǾ೫౼ɥഒȾՙȤȲȗপᐐȨɦɂާ॑ȪȹᨕҷΈႊ˩
ǽ Ⱥюᨢ೫౼ɥՙȤȹȗȲȳȤɑȬǿ
ḫ юᨢɂǾ
ԇبюᇼ۶఼ȻպȫʟʷɬȺᣋȪȹȝɝɑȬ
ɁȺǾюᨢ೫౼ऻȾᜱߔɋǾȕɞȗɂᜱߔऻȾюᨢ
ɋɁሉӦȟΠҟȾȽɝɑȪȲǿ
̾ऻɂюᨢൡبɁЭɕ̙ްȪȹȗɑȬǿ
サンプル造影画像１

消化管カプセル内視鏡検査について

サンプル造影画像２

Q4. カプセル内視鏡が使える診察は?
消化器センター（消化器内科）の外来医表
月

Q1. 消化管カプセル内視鏡ってそもそも何??
午前

ሱᄑȾΞᛰᄑȽȈ᭬ɓȳȤȉɁɵʡʅʵټɁюᨢɁȦȻȺȬǿ
±¹¸±ࢳȾɮʃʳɲʵɁᢁ̜੫ᚓᐐȾɛɝᆅሱᩒᄉȟɂȫɑɝɑȪȲǿ
ɂʩɿɮʵаብɁފбޙଟЅᚽᏚɁख़ႊҟႊȽɁȺȬǿ²°°±ࢳȾዢّȻඔࡻȺ੪
ᝓȨɟȹȞɜॲᣱȾௐՒȪǾஓటȺɂ ²°°· ࢳ ±° ఌȾί᪙ᜱჵȺᝓɔɜɟɑȪȲǿ

午前2
午後

平田

育大

（医長）★

常勤担当医
(消化器内科・初診)

松山

竜三★

(14:30〜16:30)

ࢲ ²¸ ࢳ · ఌ ± ஓǽး٣

火

高橋

水

周史

（副院長）★

遠藤
高橋

雄基★
周史

（副院長）☆

山口

木

琢★

中部

奈美★

常勤担当医
(消化器内科・初診)

金
ボク

朴
碓井

義男★

土

眞鍋

繁雄★

文隆★

ボク

朴

義男☆

◆受付時間◆

Q2. 消化管カプセル内視鏡のメリットは??
᭬ɓȳȤɁɵʡʅʵюᨢɂǾि఼ɁȈከȉɥՠɗᑃᩌȞɜષоȬɞюᨢȻɌȹǾপ
ᐐȨɦɁᡵͶᄑˁጀᇘᄑȽ២આɥࢥ۾ȾᢌນȪɑȬǿɑȲǾՠȞɜɕᑃᩌȞɜɕᤕȢǾ
пᩋɕ ¶í〜·í ȻᩋȢǾ೫౼ȰɁɕɁȟٌᫍȺȕȶȲȲɔȈɁ۾᪘ȉȻɕለȨɟ
ȲߴᒅɥǾȦɁɵʡʅʵюᨢȺᔍმȽȢᝊጯȾᜊߔȺȠɞɛșȾȽɝɑȪȲǿᒀძȳ
ȤȺɂȽȢՁ˪ىɁԇከҋᚌɗᒆმǾԇՖ˪ᓦǾᘫᄌҋॴᑑᒅდȽȼȾߦȪ
ȹɕᜱȾȷȽȟɝɑȬǿ

午前診 8：00〜12：30
午後診 13：00〜16：00

◆予約外来◆
当院では待ち時間短縮のため、下記の印 (★･☆) の科目については、予約制を導入しています。
★･･･初診･予約のない再診･急患の方も受付けています。
☆･･･予約された方のみの診療となっています。
( 他院からの診療情報提供書をお持ちの患者さんはこの限りではありません )

胃カメラをしても大腸内視鏡検査をしても原因不明な消化管出血や貧血、あるいはその他小腸疾患の可能性が
ありましたら、消化管カプセル内視鏡による検査はいかがでしょうか？
お役立ていただければ幸いでございます。

