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● レスパイト入院の対象となる方
①退院先がご自宅の患者さん
②下記の様な医療管理が必要なため、介護保険によるショートステｲの利用が困難な方（褥瘡処置、
たん吸引、麻薬の管理、がんの疼痛管理、胃瘻、経鼻での栄養管理、気管切開、在宅酸素）など。
● レスパイト入院の基本ルール
①１回の入院期間は随時ご相談をさせていただきます（※連続しての更新は不可です）。
②入院の際はお薬（持参薬がある方）、注入食はご持参ください。
③患者さんの状態により入院継続困難な場合、予定期間よりも短期間となる場合があります。
また、病態変化により、治療が必要となれば一般病棟での入院継続も可能です。
④入院費用は、医療保険が適応されます。
● お申込みについて
かかりつけの先生からの事前申し込みに限ります。
入院申込み時は、診療情報提供書と地域包括ケア病棟レスパイト入院申込書を当院『患者サポート
センター ( 旧 地域医療連携室 )』に提出願います（ＦＡＸ可 / ※病棟判定会議は毎週金曜日です）。

当センターは京都市南部エリアで屈指の実績
チーム医療で血液疾患に取り組んでいます

は京大病院などに転院していただいています。た
だし、自己末梢血幹細胞移植の適応の患者さんは
当院で対応可能です。
発足当時は外来診療だけでしたが、現在は一つ
のセンターへと大きく成長しました。京都市南部
地域における血液内科の領域では、屈指の実績と
自負しています。当科では全員でデータを検討
し、判断を共有しながら日々診療しています。
本文執筆中の今日の病棟には、各種白血病5人、
悪性リンパ腫5人、多発性骨髄腫5人、骨髄異形成症
候群2人、その他1人が入院されています。造血器腫
瘍性疾患が圧倒的に多数を占めていますし、年齢も
急性白血病を除くと60〜80代がほとんどです。
私たちは患者さんごとに丁寧にお話し、納得さ
れた後に、標準治療を実施しています。また、看
護部門・薬剤部・検査部・リハビリテーション部
門・栄養部門・緩和チーム・患者サポートセン

血液内科は急性・慢性の各種白血病、悪性リン
パ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの造
血器腫瘍をはじめ自己免疫性溶血性貧血、再生不
良性貧血、赤芽球癆などの難治性貧血や特発性血
小板減少性紫斑病、血友病などの出血性疾患を扱
う内科の一部門です。
近年、分子標的療法剤、抗体療法剤などが血液
疾患の治療に用いられるようになり、血液疾患の
予後が改善してきています。また、膠原病の一つ
である関節リウマチにおいては生物学製剤、分子
標的療法剤が使用されるなど進歩しています。
当院は日本血液学会研修施設に認定されてお
り、血液専門医3名、指導医2名で血液内科全般の
診療・治療に当たっています。ほぼ全ての血液疾
患に対応出来ますが、同種移植が必要な患者さん

ター（旧 地域医療連携室）など院内各部門の専門
スタッフと密に協力し、チームで診療していま
す。ご懸念なく外来でも入院でも、データを添え
てご紹介下さるようお願いいたします。

※血縁､骨髄バンク､臍帯血バンクからの移植
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血球の増減・出血傾向・リンパ節腫張・不明熱の
患者さんに思いやりの医療で対応します

当院の血液病センターに着任して6年が経過しま
した。異動前は静岡の公立病院で約15年、血液疾
患、膠原病などを診ていました。
もともと京都出身でありますので懐かしく過ご
しています。小生も大分、年齢も高くなってきま
したが、たまに市民マラソンに出てリフレッシュ
しています。
「継続は力なり」を座右の銘として日々、診療
しています。血液疾患、膠原病に関して皆様のお
力に少しでもなれればと思います。
血液疾患自体は少ないですが血液疾患を診る病
院も少ないのが現状です。当院では常勤医３名+
（木）（金）に京大より非常勤２名の医師体制で
血液疾患の診療をしております。
近年の血液疾患の治療は日進月歩です。患者さ
ん一人ひとりに対して思いやりを持って最適な治
療をしています。血球の増減（貧血、白血球増
加、血小板減少など）、出血傾向、リンパ節腫
顧問

吉田

彌太郎

【略歴】 1960年 京都大学医学部卒
1968年
1974年
1979年
1996年

大学院卒業後マクギル大学に留学
金沢医科大学血液免疫内科助教授
京都大学第一内科講師
京都大学東南アジア研究センター臨床医学教授
日本血液学会雑誌編集長
1999年 医仁会武田総合病院副院長に就任
2005年 同院長に就任
2008年 同顧問に就任

【所属学会・認定医】
・日本内科学会認定医
・日本血液学会認定医、同指導医、同名誉会員
・日本輸血学会認定医
・アメリカ血液学会
・国際実験血液学会

センター長

中坊

幸晴

【略歴】 1986年 富山医科薬科大学医学部卒業

【所属学会・認定医】
・日本内科学会認定内科医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本血液学会認定血液専門医
・日本血液学会認定血液指導医
・ICD（インフェクションコントロールドクター）

部長

桂田

【所属学会・認定医】
・日本血液学会
・日本内科学会

達也

脹、不明熱など患者さんがおられればご紹介して
いただければ幸いです。

1987年
1989年
1994年
1995年
1997年
2012年

京都大学附属病院内科研修医
大阪赤十字病院内科研修医
京都大学大学院医学研究科に入学
博士号を取得。京都逓信病院に勤務
米国テネシー大学に留学
帰国後、島田市民病院内科に勤務
医仁会武田総合病院 血液内科

【略歴】 1989年 大阪赤十字病院 内科にて研修
1991年 関西医科大学 内科学第一講座入局
河内総合病院 内科へ出向
1996年 関西医科大学附属病院 第一内科助手
1997年 寺方生野病院 内科へ出向
市立岸和田市民病院 血液内科へ出向
2000年 関西医科大学附属 洛西ニュータウン病院内科
2002年 医仁会武田総合病院 血液内科

（※4/1 〜 6/30）

内分泌センター / 内分泌内科 センター長

麻酔科 部長

内分泌センターでの診療を通じて内分泌
疾患、高血圧疾患、特に副腎疾患の診療
水準と患者 QOL の向上に尽力したいと考
えています。

安全で快適な麻酔の提供を心がけていま
す。

成瀬

瀨川

光栄

医学博士、日本内科学会 認定内科医、日本内分泌学会 / 日本腎臓
学会 / 日本高血圧学会 / 専門医・指導医、日本糖尿病学会 専門医

一

日本麻酔科学会 代議員･関西支部運営委員･指導医、日本集中治療医
学会 評議員･関西支部運営委員･専門医、日本臨床麻酔学会 査読委員

救急医療センター 外科部長

歯科・歯科口腔外科 部長

疾患や外傷を診るのではなく「人」を診
るように心がけています。

わかりやすく説明を行い、その人に合っ
た医療を提供できるように努めます。

藤田

益嗣

木村

日本外科学会 認定医･専門医、日本消化器外科学会 認定医、消化器
がん外科治療 認定医、日本医師会 認定産業医、日本 ACLS 協会
ACLSProvider、ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター

功

日本口腔外科学会 認定医、日本口腔科学会、日本有病者歯科医療
学会

腎・透析科 副部長

脳神経内科 医長

透析療法を中心に糖尿病等の生活習慣病
の診療を行っています。少しでも地域の
皆様のお役に立てるよう､日々精進したい
と考えております。宜しくお願いします。

神経診察を大事にし、正しい診断、治療
を心がけております。

船曳

あゆみ

佐藤

日本内科学会 認定内科医･総合内科専門医、日本糖尿病学会 専門医、
ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター

和明

日本内科学会 認定内科医、日本神経学会 専門医、日本てんかん学
会 専門医、日本臨床神経生理学会 専門医（脳波分野）

整形外科 専攻医

総合診療科

日々研鑽を積み、地域の皆様方により良
い医療を提供できるよう頑張ります。

患者さんに合う治療方法を模索するよ
う、心掛けています。

梅田

康平

森村

日本整形外科学会、中部日本整形外科災害外科学会、日本リハビリ
テーション医学会、日本医師会 認定健康スポーツ医

光貴

日本内科学会

泌尿器科

歯科・歯科口腔外科

患者さんに寄り添った医療を心がけてい
ます。

全ての患者さんに対し「自身の家族を治
療している」と思い、親切かつ丁寧に診
療を行います。

伊藤

克弘

日本泌尿器科学会 専門医

小森

雅之

日本口腔外科学会、日本有病者歯科医療学会、日本スポーツ歯科
医学会

医仁会武田総合病院

患者サポートセンター

6/1 より地域医療連携室は患者サポートセンターとして
編成されました。詳しくは別紙をご覧ください。

受付時間 : 月〜金曜日 午前 8：30〜午後 19：00 / 土曜日 午前 8：30 〜午後 17：00
※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。
※時間外は医事部にて対応いたします ▶ ☎075−572-6331（代表）

