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 8時 00　20　40 13　33　53

 9時 00　20　40 13　33　53

 10時 00　20　40 13　33　53

 11時 00　20　40 13　33       

 12時 　　　　　50 　　　　　43

 13時 10　30　50 03　23　43

 14時 10　30　50 03　23　43

 15時 10　30　50 03　23　43

 16時  03　23　43

時間 阪急桂駅西口発 三菱京都病院発

【開院日】

※予告なく変更・中止する場合がございます。
※道路事情・その他諸事情により乗車場所が移動する場合がございます。
※定員オーバー、交通事情により遅れる場合があります。ご了承ください。
※開院日以外は運休しています。
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■京都線「桂駅」下車北へ徒歩15分、タクシーで約5分
阪急電車

■京都方面からは西大橋から信号4つ目左折50m左折
■亀岡方面からは阪急のガードを越え、次の信号右折50m左折

お車の方

■73系統（京都駅～洛西バスターミナル）上桂前田町下車徒歩3分
■70系統（太秦天神川駅前～JR桂川駅）上桂東ノ口下車徒歩5分
■69系統（みぶ～桂駅東口）上桂西居町下車徒歩10分

京都市営バス

■27・21系統（桂坂中央～京都駅前）上桂前田町下車徒歩3分
亀岡・園部方面から27・21系統への乗り継ぎは、1・2系統国道
中山（下車）乗り換え

京阪京都交通バス

■阪急桂駅西口より約20分間隔で運行中
※開院日以外は運休しています。

無料送迎バス

がん相談窓口（患者支援センター） 【（月～金）10：00～16：00】
TEL:075-381-2111　FAX:075-392-7952

セカンドオピニオンをご希望の方も予約専用ダイヤルにお電話ください。
075-381-7811予約専用ダイヤル

救急告示病院　人間ドック・健診施設機能評価認定施設
日本医療機能評価機構認定病院　厚生労働省指定臨床研修病院

http://www.mitsubishi-hp.jp
〒615-8087　京都市西京区桂御所町1番地
TEL 075-381-2111  FAX 075-392-7952
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広報紙掲載内容の縮小について

NEWS 掲示板

京都府がん診療推進病院

新型コロナウィルス感染症の拡大防止として、インタビュー・

写真撮影等の対応を控えたため、今回のhimawariは内容を

縮小し掲載いたしました。

次号より通常の内容で情報を発信してまいります。
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T O P I C

新任医師のご紹介

平成16年に信州大学を卒業後、大学院に進学し、その後京都
中部医療センターにて初期研修終了後、出身地である愛媛
県の松山赤十字病院等で、小児科診療に携わってまいりま
した。このたび、京都に転居し、当院で勤務させていただく運び
となりました。一日も早く、地域に根ざした診療が実施出来る
よう、日々研鑽を積んでまいります。

松本 知華（まつもと ともか）
小児科　医長

令和2年4月に12名、5月に1名の医師が新しく着任いたしました。よりよい診療体制の整備に向け、新しい仲間と共に当院
の理念である「高度であたたかい医療を提供する病院」を目指し、今後も努めてまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

平成20年京都大学を卒業し、国立国際医療研究センター、
倉敷中央病院にて研修後、iPS細胞研究所にて基礎研究に
従事、その後八幡中央病院にて勤務してまいりました。患者
さんに寄り添った医療を目指し、地域の皆さまに貢献出来る
よう尽くしたいと思っています。

関口 和也（せきぐち かずや）
整形外科　医師

専門・得意分野
整形外科一般

資格

●日本整形外科学会　整形外科専門医

京大病院勤務の後2004年から神戸市立医療センター中央市民
病院、2018年から大阪赤十字病院にてそれぞれ放射線診断科
部長を務め定年を迎え、今回こちらにお世話になることになり
ました。常勤医が1名という困難な状況ではありますが、丁寧
かつ迅速な診断レポート、必要があれば少しはIVRも、という
スタンスで患者さんや各診療科のお役にたてれば幸いです。

伊藤 亨 （いとう きょう）
放射線科　顧問

専門・得意分野
画像診断、IVR

資格
●日本医学放射線学会　放射線診断専門医
●日本医学放射線学会　研修指導者
●日本インターベンショナルラジオロジー学会　IVR専門医
●日本核医学会　PET核医学認定医

平成18年大分大学卒業後、京大病院、福岡赤十字病院、静岡
県立静岡がんセンターの肝胆膵外科で研修をおこないました。
その後、京都大学大学院肝胆膵移植外科で移植免疫および
サルコペ二アの研究をおこなっていました。患者さんに寄り
添った最良・最高の治療を追究し、日々研鑽を積んでまいり
たいと思います。

白井 久也 （しらい ひさや）
消化器外科　医長

専門・得意分野

消化器外科、肝胆膵外科

資格
●日本外科学会　外科専門医
●京都大学博士（医学）

平成20年に信州大学医学部を卒業後に大阪府済生会中津
病院、神戸市立医療センター中央市民病院、尼崎総合医療
センターでの勤務を経て京都大学大学院で研究をしてまいり
ました。消化器疾患を中心に地域の医療へ貢献できればと
思います。

増尾 謙志 （ますお けんじ）
消化器内科　医師

専門・得意分野
消化器内科全般 消化器外科、肝胆膵外科

資格
●日本内科学会　認定内科医・総合専門医
●日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医
●日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
●日本消化器病学会　消化器病専門医

平成22年に京都府立医科大学を卒業し、初期研修終了後は
京都大学医学部附属病院や高松赤十字病院で外科・消化器
外科の修練を受けました。その後進学した京都大学大学院
（肝胆膵・移植外科学）を今年3月に修了し、4月よりこちらでお世話
になることになりました。この地域の消化器外科診療に少し
でも貢献できるよう、日々努力してまいりたいと思っています。

南 貴人 （みなみ たかひと）
消化器外科　医師

専門・得意分野

資格
●日本外科学会外科専門医 ●日本消化器外科学会
消化器外科専門医 ●日本消化器外科学会消化器がん
外科治療認定医 ●日本肝臓学会肝臓専門医 ●日本
肝胆膵外科学会評議員 ●京都大学博士(医学)

平成27年に鹿児島大学を卒業後、鹿児島市立病院で初期・
後期研修を修了しました。患者さんおよびご家族に対して、
診断時から終末期まで責任を持ってサポートができる三菱
京都病院でよりいっそうの研鑚を積んでまいります。

谷山 朋彦（たにやま ともひこ）
腫瘍内科、緩和ケア内科　医師

東京で育ち、平成28年に昭和大学を卒業後、京都第二赤十字
病院で初期研修をおこないました。その後は、京都大学
医学部附属病院産婦人科にて勤務していました。一人一人
の患者さんにとってより良い治療を一緒に考えていけたら
と思います。

安藝　惠 （あき めぐみ）
産婦人科　医師

九州大学卒業後、京都府立医科大学にて8年間臨床・基礎
研究をおこなっていました。また、派遣医として京都市内、
京丹後市、滋賀県、三重県の病院歯科や歯科医院に勤務し
ていました。患者さんに寄り添った治療ができるよう精進
いたします。

白杉 迪洋（しらすぎ みちひろ）
歯科・口腔外科　歯科医師

専門・得意分野

口腔外科・障害者歯科

資格
●医学博士
●日本障害者歯科学会　認定医

平成27年に東北大学を卒業し、宮城県と岩手県で小児科
診療に携わっていました。子ども達の健やかな成長を支え
られるよう診療していきたいと考えています。

金 美賢 （きむ みひょん）
小児科・新生児科　医師

資格

●日本内科学会　認定内科医

平成28年に山口大学を卒業後、医仁会武田総合病院で初期
臨床研修をおこないました。その後は京都大学医学部附属
病院麻酔科にて勤務してまいりました。手術を受けられる
患者さんに安心して麻酔を受けていただけるよう日々研鑽
を積んでまいります。

池垣 緑 （いけがき みどり）
麻酔科　医師

まだまだ未熟ですが、日々研鑽を積んでま
いりたいと思います。

金築 佑樹 （かねつき ゆうき）
研修医

神奈川県横浜市出身で、本年3月に北海道大学
を卒業いたしました。幼少期から足を運んで
きた京都で、1日でも早く地域の皆さまのお役
にたてるよう精一杯つとめてまいります。

田口 真凛 （たぐち まりん）
研修医

専門・得意分野
小児科一般、心身症

資格

●日本医師会　認定産業医


