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消化器内科医長 田中 育太
消化器内科の診察は､ 私と友兼毅先生､ また３月

末で徳島県立中央病院へ異動となった高岡慶史先生

の代わりに県立白鳥病院より赴任した多田早織先生
と､ 内科の吉野すみ先生で行い､ その他内科・三枝
明子先生や､ 腹部超音波検査やCT／MRIの読影では
放射線科の先生の協力も得て行っています｡ 消化器
外来は月から金の毎日午前中と､ 金曜午後に行って
いますが､ 消化管出血などの急性疾患についても連
絡をいただければ学会などで不在の時を除いてほと
んどの場合で対応可能です｡
消化器疾患は食道から胃､ 大腸など消化管の他､

肝胆膵と多くの臓器に関わり､ 近年の専門性が重視
される中､ 各々日々研鑽を重ねています｡ 入院患者
さんの疾患は､ ノロウイルスなど感染性腸炎､ 消化
性潰瘍､ 潰瘍性大腸炎やクローン病など慢性炎症性
腸炎､ ウイルス性または脂肪性やアルコール性や自
己免疫性の肝炎､ 肝硬変､ 胃食道静脈瘤などの肝関
連疾患､ 胆石､ 胆管炎､ 膵炎などの胆膵疾患､ 他食
道から直腸までの腫瘍や肝細胞癌､ 胆道癌や膵癌な
ど､ これら以外の疾患も含め多岐にわたります｡
消化器科の検査は､ 月曜から金曜まで毎日午前中
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百舌坂からの眺望

内視鏡メンバー
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5月から毎週第2金曜日13�00～16�00まで徳島大学専門医師により診療を
開始しています｡ (予約は小児科外来にて行っています｡)



に上部消化管内視鏡検査を行っています｡
オリンパスのLUCERAシステムを採用しており今

年度最新機種へ更新予定です｡ 患者様の苦痛軽減の
ため､ 経鼻内視鏡や､ セルシンやミダゾラム､ オピ
オイドなどの鎮静鎮痛剤を用いた内視鏡にも対応し
ています｡ 一日25人程度まで対応可能で､ 各曜日の
中で月曜日は検診件数が少ないため比較的余裕があ
ります｡ 主に昼から下部消化管内視鏡検査を行って
います｡ 前処置はポリエチレングリコロール (ニフ
レック) の他､ 錠剤で水やお湯､ お茶や紅茶でも服
薬可能なリン酸ナトリウム製剤 (ビジクリア) も採
用しており､ さらに患者様に応じて自宅か病院での
前処置を選択していただいています｡ 患者様のご希
望があった場合などには短期の検査入院も可能です｡
このほか､ 小腸内視鏡検査 (カプセルやシングルバ
ルーン) や超音波内視鏡検査､ 胆膵疾患に対するER
CP (内視鏡的逆行性膵胆管造影)､ 膵腫瘍や消化管粘
膜下腫瘍などの確定診断目的に超音波内視鏡下穿刺

吸引も行っています｡ また､ 治療では上下部のポリー
プ粘膜切除術 (EMR) や早期癌 (疑い病変も含む)
に対する内視鏡的治療 (ESD)､ 内視鏡的胃瘻増設術
(PEG) や経皮経食道胃管挿入術 (PTEG) 胃､ 食道
静脈瘤に対する内視鏡治療 (EVL､ EIS) も行ってい
ます｡ 年間の検査件数は上部消化管内視鏡検査3700
件程､ 下部内視鏡検査600件前程､ ERCP100件程､ E
SD20件程､ 胃瘻増設30件程でここ数年間は毎年検査
も増加しています｡ 毎週水曜日には徳島大学消化器
内科講師の六車直樹先生､ 木曜には以前当院に勤務
されていた小田修二先生も内視鏡検査に従事されて
います｡ 学会､ 研究会での発表も積極的に行い､ 現
在､ 日本消化器病学会と日本肝臓学会の認定施設で
あり､ 本年度は日本消化器内視鏡学会の指導施設申
請中です｡
これからも消化器外科の先生方とも連携しながら､

日常診療と救急対応を行っていきますので､ 患者様
のご紹介含めよろしくお願いいたします｡
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患者さまをご紹介していただく際に､ 《事前にFAX予約をお願いいたしま

す｡ FAX予約して頂きますと診察の待ち時間が短くなります｡ お配りしてお

ります ｢高松市民病院FAX診療申込｣ でお申し込みください｡
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受付時間 平日(月～金) 8:30～17:00
当日のＦＡＸ予約は受付できませんのでご了承ください｡

地域医療連携室からのお知らせ

平成25年３月の紹介患者数 (再診患者を含む)

151医療機関から358名ご紹介いただきました｡

ありがとうございました

地域医療連携室の職員が
４月１日から変りました｡
不慣れな事で､ ご迷惑を
おかけ致しておりますが､
前任者同様これからも

よろしくお願いいたします｡
地域医療連携室メンバー
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川崎医科大学附属病院脳神経外科准教授

脳卒中における脳血管内手術の進歩
－脳梗塞､ 動脈瘤治療に関する最近のトピックス－

現現現現現現在在在在在在１１１１１１年年年年年年間間間間間間222222555555万万万万万万人人人人人人以以以以以以上上上上上上発発発発発発症症症症症症ししししししてててててていいいいいいるるるるるる脳脳脳脳脳脳卒卒卒卒卒卒中中中中中中｡｡｡｡｡｡

医医医医医医療療療療療療のののののの進進進進進進歩歩歩歩歩歩にににににに伴伴伴伴伴伴いいいいいい死死死死死死亡亡亡亡亡亡率率率率率率はははははは､､､､､､ 年年年年年年々々々々々々減減減減減減少少少少少少ししししししてててててていいいいいいるるるるるるもももももものののののののののののの

後後後後後後遺遺遺遺遺遺症症症症症症はははははは残残残残残残りりりりりり介介介介介介護護護護護護をををををを必必必必必必要要要要要要ととととととすすすすすするるるるるる人人人人人人はははははは増増増増増増ええええええてててててていいいいいいまままままますすすすすす｡｡｡｡｡｡

最最最最最最新新新新新新のののののの医医医医医医療療療療療療をををををを分分分分分分かかかかかかりりりりりりややややややすすすすすすくくくくくくごごごごごご講講講講講講演演演演演演いいいいいいたたたたたただだだだだだききききききまままままますすすすすす｡｡｡｡｡｡

日時�平成25年6月28日(金) 19�00～21�00

場所�ロイヤルパークホテル高松
高松市瓦町1丁目3－11 �087�823�2222

講演会終了後に先生を囲んで意見交換会を予定しております｡

＊ご多忙とは存じますがふるってご出席いただけますよう

お願い申し上げます｡

プロフィール
Ｓ63年 徳島大学卒業､ 脳神経外科入局
Ｈ16年 徳島大学医学部講師
Ｈ21年 川崎医科大学講師
Ｈ23年 川崎医科大学准教授

松原 俊二先生

日本脳神経血管内治療学会指導医
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区 分 月 火 水 木 金

内 科

午前

１診 友兼 毅
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

香川大学医学部
(糖尿病･内分泌)要問合せ

多田 早織
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

２診 荒木みどり
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

３診 河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

４診 吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

友兼 毅
(消化器)

吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

午後

１診 星島 康男
(内科・血液)

三枝 明子
(内科)

総回診

多田 早織
(消化器)

２診 大野 孔文
(循環器)

３診 岸本 伸人
(呼吸器) 女性外来(女性医師)

【毎月第２,４水曜日】
要予約４診 河野 洋二

(禁煙外来)

精 神 科 午 前 香川大学医学部
(再診のみ)

香川大学医学部
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

小 児 科

午 前 大橋 博美 大橋 博美 １･３週 大橋 博美
２･４週 渡邊 俊之 渡邊 俊之 大橋 博美

午 後 渡邊 俊之

渡邊 俊之
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療
(午後14時30分～)

予防接種
１･３週 渡邊 俊之
２･４週 大橋 博美

大橋 博美
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療(14時30分～)

渡邊 俊之
・アトピー外来
(新患のみ予約)

渡邊 俊之

小児神経内科(徳島大学)
月１回 第２週 (要予約)

外 科

午前
１診 和田 大助

(消化器・肝胆膵外科)
井内 正裕

(消化器･乳腺･甲状腺)
福田 洋

(消化器・肝胆膵外科)
尾形 頼彦

(消化器・内視鏡外科)
小笠原 卓

(消化器・内視鏡外科)

２診 福田 洋
(消化器・肝胆膵外科)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

四方 祐子
(休診中)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

午後
１診 外来担当医 小笠原邦夫

予約患者のみ(一般外科･血管外科)

２診 総回診

整 形 外 科
午前

１診 後藤 仁 三宅 亮次 三宅 亮次 三好 英昭
(新患のみ) 三好 英昭

２診 三好 英昭 後藤 仁 後藤 仁 三宅 亮次

午 後 手術 手術 手術 手術 検査

脳神経外科
神経内科※１
(月１回木曜午前

要問合せ)

午 前 白川 典仁 関貫 聖二 白川 典仁
神経内科(徳島大学)月１回

関貫 聖二
交替 (要問合せ)

午 後 交替 (要問合せ)

皮 膚 科
午 前 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰

午 後 小手術・処置 小手術・処置 皮膚科手術

形 成 外 科
午 前 杉野 博崇

(予約患者のみ)皮膚科外来にて 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇

午 後 手術

泌 尿 器 科
午 前 藤澤 尚人 大森 正志 藤澤 尚人 天野 慎二 大森 正志

午 後 手術 天野 慎二 手術 検査 手術

産 婦 人 科
午前

妊婦健診 笠井 可菜 山下 瑞穂 大野 義雄 笠井 可菜 笠井 可菜

婦人科 大野 義雄 山下 瑞穂 山下 瑞穂 笠井 可菜 大野 義雄

午後 (紹介のみ※２) 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術

眼 科
午 前

谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀

石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓

午 後 石丸 真弓
(新患のみ) 手術 手術 石丸 真弓 検査

耳鼻咽喉科
午 前

近藤 昭男 近藤 昭男 近藤 昭男
武市 充生

近藤 昭男

武市 充生 武市 充生 武市 充生 武市 充生

午 後 交替 検査 交替 手術 小手術

放 射 線 科 午前・午後 林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

麻 酔 科
午 前 中井 隆博

午 後 手術
※１ 神経内科 (徳島大学医師) の診療は､ 不定期ですので脳神経外科へお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181 内線250】
※２ ご紹介の方は､ 地域医療連携室までご連絡ください｡ 【連絡先�087-834-2181 内線188】

【受付時間】 新患の方�午前８時30分～午前11時､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
再来の方�午前８時30分～午前11時30分､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
尚､ この表は変更することがありますので､ 詳しいことは各科にお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181】

発行元：高松市民病院地域医療連携室 〒760-0005 高松市宮脇町２丁目36－1 TEL 087-834-2181 FAX 087-834-2223


