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京都南病院グループと地域を結ぶコミュニケーション情報誌
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超音波内視鏡検査が
できるようになりました！
！

C ON T E N T S

【今号の表紙】
超音波内視鏡（EUS）イメージ

●超音波内視鏡検査（EUS）を導入します！
●新人オリエンテーションを行いました
●第二南診療所通所リハビリ 祝日開催スタート
●診療所グループのデイケアがより便利になりました
●「みなみ健康教室」のごあんない

■広がる診断の可能性 ! !
超音波内視鏡検査装置の導入により、通常の内視鏡では見ることができなかった、食道、胃、

新

超音波内視鏡検査
︵EUS︶
を
導入します

123

vol.

この春︑超音波内視鏡検査装置を配備︑稼働開始することになりました！
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!!

大腸などの消化管壁の層構造を見ることができるので、潰瘍などの病巣がどのくらい深く
まで及んでいるか？や、表面からは見えない粘膜下の腫瘍などを調べることができます。
また、超音波で粘膜下の状況を確認しながら細胞を採取することもできます。
この超音波内視鏡検査によって、これまで観察が難しかった部位までより容易に診断
できる可能性が期待されます。
これからも京都南病院グループは、目標とする「三本の柱」に掲げる「よりよい医療を
目指す病院」として、これからもよりよい医療を皆様に提供し続けられるよう努力して参
りますので、どうぞご期待ください！

超音波内視鏡検査（EUS）とは？
内視鏡の先端に超音波装置が付いているものを超音波内視鏡といいます。この内視鏡を
用いて超音波を体内から送受信することで、通常の内視鏡では観察できない粘膜表面より
も下の消化管壁の内部構造や周辺組織・臓器などの超音波診断を行う検査です。
体外から行う通常の超音波検査と異なり、胃腸内の空気やお腹の脂肪、骨などがジャマ
になることもなく、観察したい臓器の比較的近い位置から超音波をあてることができる
ため、より高度な超音波診断が可能です。また超音波観察下に細胞をとる検査もすること
ができます。

人オリエンテーションを
行いました

2016 年 4 月 2 日 〜 2017 年 4 月 1 日 に 入 職

第

二南診療所 通所リハビリ
祝日開催スタート

ご利用者の声を受け新年度（2017 年 4 月）より “ 祝日 ” も通

した職員を対象に、当法人職員としての知識や心

所リハビリ（デイケア）を開催させていただく運びとなりました。

構えなどを習得するために、各部門の職員が講師

祝日も平日と同様に、理学療法士等リハビリ専門職によるリハ

となり、4/1・4/3 の 2 日間、新人オリエンテー

ビリを中心にレクレーション、入浴、食事等を提供させていただ

ションを行いました。

きます。皆様のご利用をお待ちしております。

ご利用の
お問い合わせは

まで
第二南診療所（☎371-1465）

診療所グループのデイケアが
医療法人 健康会 京都南病院グループ

第二南診療所

より便利になりました

医療法人 健康会 京都南病院グループ

内浜診療所

平成 29 年度 4 月より

平成 29 年度 4 月より

祝日も営業いたします（年末年始除く）
……………………… 施設の特徴 ………………………

水・土曜日も半日→1 日営業いたします
……………………… 施設の特徴 ………………………

リハビリを継続し心身機能の維持と回復をサポート
します。

個人を尊重した介護をモットーにご利用いただく方
の多様なニーズに対応しています。

リハビリ後の疲れた体にマッサージサービスもあり
好評です。

入浴が個浴です。集団での
入浴が苦手な方に大変
好評です。

アットホームな雰囲気
で介護スタッフ
も充実しています。

通所リハビリテーションを検討
されている方はぜひご連絡を下さい。
お試し利用だけでも大歓迎です !!

（施設上またぎ動作が可能な
方のみの入浴となります）

…………………… デイケア営業日 ……………………

…………………… デイケア営業日 ……………………

月曜日〜土曜日

月曜日〜土曜日

祝日開催あり（年末年始除く）

管理者：山中 淳 主任
お問合せ等 ☎075‑371‑1465

管理者：山本 弘子 主任補
お問合せ等 ☎075‑361‑3833

答 病院や診療所、老人保健施設などに通って、リハビリを主に
して行われる介護サービスです。
答 デイサービスとは違いデイケアは「リハビリ」に重点を置いて

います。また、デイケアは必ず医師の指導のもと作業療法士、
理学療法士等の資格をを持ったスタッフが行っています。

第二南診療所
居宅支援事業所

介護保険のプロ、介護支援専門員
（ケアマネ）が対応いたします。
「デイケアに興味があるがどうすれば
良いか？」等お気軽にどうぞ

なみ健康教室のごあんない

開 催 ス ケ ジ ュー ル

当院では地域の皆様方に向けた医療や介護に関する情報

スケジュールは
ホームページでも公開しています

発信の場として毎月第 2・第 4 土曜の 14 時から本院の地
域交流ホールにおきまして「みなみ健康教室」を開催して
おります。
健康教室の講師は、当院の医師をはじめ診療技術部や介
護サービス事業の専門職が務めさせていただいております。
新年度も皆様が関心を持たれている内容を判り易くお伝
えしていきたいと考えております。地域の皆様のご参加お
待ちしております。

☎075‑371‑1465㈹

第 58 回

5 月13 日（土）

14 〜 15 時

「日常生活に潜む血圧低下
による意識消失の危険」
講師：宮原 忠夫

（当法人ぬくもりの里施設長）

開催場所：京都南病院（本院）5 階

地域交流ホール（事前申込不要です）

（尚 4・5 月の第 4 土曜は休会とさせていただきます）
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2 デイサービスとデイケアの違いは？

介護保険のサービスは実に様々です。内容も複雑
です。そんな困ったときは下記にご連絡ください。

みなみ

よくあるご質問

1 通所リハビリテーション（デイケア）とは？

み

祝日開催あり（年末年始除く）
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分

院

※診療時間など詳細は、各分院にお問い合わせください。

西京極診療所

医療法人 健康会

〒615-0813
右京区西京極佃田町 17

〒600-8876
下京区西七条
南中野町 8

Tel 075-314-2866

京都南病院

第二南診療所

Tel 075-312-7361（代表）

卍

西 本 願 寺

〒600-8863
下京区七条御所ノ内本町 15

京都駅

伏見区
新京都南病院

24 時間 365 日
救急時間外対応

〒600-8861
下京区七条御所ノ内北町 94

Tel 075-322-3344

三栖診療所

せんぼん診療所

伏見診療所
伏見ぬくもりの里

〒612-8227
伏見区三栖向町 757-1

〒600-8835
下京区観喜寺町 10-15

〒612-8089
伏見区銀座 3 丁目 318

Tel 075-601-0739

Tel 075-341-7868

Tel 075-611-2324
至 R24

大手筋通

下坂橋通

大手筋通

GS●
御香宮
●

国道 号線

阪
京

内科、外科、小児科、婦人科、耳鼻いんこう科、眼科、皮膚科、
泌尿器科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、心療内科、リウマチ科、
リハビリテーション科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器
外科、循環器内科、形成外科、こう門外科、放射線科、精神科、
糖尿病内科、臨床検査科
（精神科・心療内科は事前にお問い合わせください。）

24

伏見桃山駅

新京都南病院

〒600-8861

TEL

京都市下京区七条御所ノ内北町 94 番地

075-322-3344

日･祝日を含む診療時間以外の時間外診療および救急車での来院
については、すべて新京都南病院で診療いたします。

標榜科目
内科、外科、小児科、婦人科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、
整形外科、脳神経外科、麻酔科、
アレルギー科、
リウマチ科、
リハビリテー
ション科、
神経内科、
呼吸器内科、
消化器内科、
循環器内科、形成外科、
こう門外科、放射線科、糖尿病内科、消化器外科、救急科

診療時間

診療時間
【月〜金】午前診（受付） 8：30〜12：00 （診察） 9：00〜12：00

【月〜金】午前診（受付） 9：00〜12：00 （診察） 9：30〜12：00
夜

午後診（受付）13：30〜16：30 （診察）14：00〜16：30

介護老人保健施設ぬくもりの里
居宅介護支援事業所ぬくもりの里
ヘルパーステーションみなみ
グループホームぬくもりの里
居宅介護支援事業所京都南病院
健康管理センター（人間ドック・職域健診など）
在宅訪問センター
在宅療養部
訪問看護ステーションみなみ
訪問リハビリテーション
サービス付き高齢者向け住宅 伏見ぬくもりの里
社会福祉法人 京都南山城会 山城ぬくもりの里

診（受付）16：30〜19：30 （診察）17：00〜19：30
水曜日は診療開始時間が 17：30 からになります。

午前診（受付） 8：30〜12：00 （診察） 9：00〜12：00

特殊外来は上記時間と異なりますのでお問い合わせください。

関連施設

NTT●

【急患対応のご案内】

標榜科目

【土】

中書島駅

〒600-8876 京都市下京区西七条南中野町 8
TEL 075-312-7361（代表）╱ FAX 075-311-7965

毛利橋通

伏見診療所
両替町通

東高瀬川

ローソン
●
モリタ製作所
●

三栖診療所

総合病院 京都南病院

丹波橋通
丹波橋駅

京橋

医療法人 健康会

京阪

Tel 075-314-1211

河原町通

〒600-8865
下京区七条御所ノ内西町 68

烏 丸 通

西洞院通

堀 川 通

壬生川通

七本松通

西大路通

佐 井 通

ぬくもりの里

ぬくもりの里

内浜
診療所

通

JR 山陰本線

新京都南病院

グループホーム

Tel 075-321-0295

条

グループホーム

介護老人保健施設

ぬくもりの里

第二南
診療所

七

京都南病院
介護老人保健施設

Tel 075-361-3833

せんぼん
診療所

医療法人 健康会

ぬくもりの里

〒600-8146
下京区七条通河原町東入材木町 460

Tel 075-371-1465

七条御前

西京極
診療所

内浜診療所

N
▲

〒600-8340
下京区東中筋通
花屋町下ル柳町 332

【土】

午前診（受付） 9：00〜12：00 （診察） 9：30〜12：00

●お薬は「院外処方」になります。
●夜診は「内科」
・
「外科」の 2 診察体制です。

http://www.kyotominami.or.jp/
本誌に関するお問い合わせは
minami̲kouhou@kyotominami.or.jp

メールアドレス :

