
みなさまへお願い                                    

・病院の正面玄関付近には、車・自転車・バイク等は停められません。自転車・バイク等でお越しの際は、病院

北側の駐輪場にお停めください。 

・診察券について、患者様の誤認を防止する取り組みとして、当院では診察券によるご本人確認を実施しており

ます。診察券を持参されていない場合は、有料（50 円）で再発行させていただきます。ご理解・ご協力をお願い

いたします。 

・忘れ物について、忘れ物は１階総合受付にて１カ月間保管しています。保管期限がすぎましたら処分させてい

ただきますのでご了承ください。 

・外来処方箋の有効期限は、発行日を含め４日間です。 

・月に１度、受付にて保険証を確認させていただきます。 

 

診療時間                 受付時間                   
 

 

 

 

※科によって異なる場合があります。また、予約制の科もございますので、お電話にてお問い合わせください。 

※午前中の混み具合や急患等により、午後の診療開始時間が変更になる場合があります。 

診療科目                 面会時間                   

 

 

 

関連事業                 アクセス                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁和会クリニック大和田                                    

【診療科目】内科・漢方内科・外科・小児科 

【診療時間】午前  ９：３０～１３：００（受付１２：３０まで） 

      午後 １５：００～１９：００（初診受付１８：００、再診受付１８：３０まで） 

【休診日】 土曜・日曜・祝祭日・水曜午後（休日診療日を除く） 

【TEL】  042-631-8751 

【アクセス】〒192-0045 八王子市大和田町 6－3－28 

アクシア八王子ピュアマークス 1 階 

キッズスペースございます。お子様用の絵本等を用意しております。 

駐車場 3 台ございます。 

医師の紹介  10 月より、新たに入職しました医師２名をご紹介いたします。                                     

 内科・消化器内科医師  武田
た け だ

 良
りょう

平
へい

 先生 
 

診療科目・専門 

一般内科・消化器内科 

   日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医 

   日本消化器病学会 専門医 

   日本外科学会 専門医 

   日本プライマリケア連合学会 専門医・指導医 

   日本病院総合診療医学会 病院総合診療医 

 

メッセージ 

  消化器内視鏡治療を専門に診療してまいりました。 

  おなかの症状があれば、専門外来でも診察致しますので、よろしくお願い致します。 

  苦しくない内視鏡検査を行っておりますので、鎮静剤をご希望される場合は、お気軽にお声掛け下さい。 

                                                   

健診センター医師  登内
とのうち

 彰
あきら

 先生 

 

診療科目・専門 

健診センター 

一般外科・消化器外科 

    

メッセージ 

  10 月より健診センターにて皆様の健康維持に努めてまいります。 

  よろしくお願い致します。 

  専門は一般外科・消化器外科ですが、体のことで気になることがありましたら、お気軽にご相談下さい。 

新しく導入しました CT をご紹介いたします      ※詳しくは院内ポスターもご覧ください                              
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13時より9時より
午前 午後

月～金
土 9時より 午後はありません

12時30分～15時30分
8時30分～11時30分 午後はありません

午前 午後
月～金 8時30分～11時30分
土

日曜・祝日 10時～20時
平日・土曜 14時～20時

仁和会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ  042-645-6298   

仁和会訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ  042-644-3729  

仁和会介護支援ｾﾝﾀｰ花  042-646-5552 

内科・呼吸器内科・糖尿病内科・消化器内科・リウマチ科・ 

外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・ 

形成外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・眼科・ 

婦人科・放射線科・リハビリテーション科・麻酔科 

ＪＲ八王子駅から 

徒歩 3 分 

 

京王八王子駅から 

徒歩 1 分 

駐車場 26 台  2 時間まで無料、以降 1 時間ごとに 300 円  

月～土 8：00～20：00 

日・祝・年末年始 10：00～20：00 

【利用可能サイズ】 

全長 5.3m 全幅 2.05m 全高 1.55m 重量 2.3t 



トピックス                                       

 無料公開講座を開催いたします 

  糖尿病専門医である、糖尿病内科の岡田光正医師による公開講座を開催いたします。 

  当院の診察券をお持ちの方が対象となります。 

  診察券をお持ちの上、直接、会場へお越しください。 

 

日時 
2019 年 11 月 12 日（火）14：30～15：00  

【14：15～受付開始】 

会場 当院外来棟 4 階講義室 

テーマ 『糖尿病と感染症 ～かからないために、かかってしまったら～』 

 
 
栄養科だより                                       

―秋が旬の果物を味わう― 
  

秋が旬の果物はそのまま食べるのも良し、料理にアレンジしてもとても美味しいです。 

一部ですが種類と効用を紹介していきます。 

 

① 無花果（イチジク） 

 独特の触感を味わうことが出来る無花果（イチジク）。名前の由来は「毎日ひとつずつ熟すから（ひとつが熟す）」

などの説があります。無花果には水溶性食物繊維のペクチンが豊富で、血糖値の上昇を抑える働きがあります。 

 

② ぶどう 

ぶどうには種がなく身が小ぶりの「デラウェア」や黒いぶどうの定番「巨峰」などがあります。皮の部分に含ま

れるアントシアニンには目の正常な働きをサポートする役割があります。様々なぶどうを買って食べ比べしてみ

るのも楽しいですね。 

 

③ 梨 

梨と言えば「幸水」、「豊水」、「二十世紀」などが有名ですね。早いものだと７月から始まり、１月頃まで収穫さ

れるものもあります。アスパラギン酸と呼ばれる疲労回復に役立つ成分が多く含まれています。 

 

④ りんご 

 国内で最も多く生産される「ふじ」や、１個の重さが４００ｇ前後と大き目の「ジョナゴールド」などがありま

す。ビタミンＣ等が含まれているため、鉄分の吸収を高める働きがあります。また、りんごは料理の幅が広く、定

番のポテトサラダやコンポート、アップルパイなどアレンジ多様です。 

 

⑤ 柿 

 秋の果物の代名詞ともいえる柿。最近では「平核無（ひらたねなし）」という種のない柿が人気を集めているそ

う。柿に含まれるタンニン（渋み成分）はアルコールの分解を促す為、二日酔いにはもってこいの果物。旬の時期

が幅広く、９月から１２月の間にほとんどの品種が収穫時期を迎えるとのこと。 

 

「食欲の秋」という言葉があるほど、秋は多くの食べ物が旬を迎える季節。 

様々な食べ方で旬の果物を味わい、秋を楽しみましょう。 

 ご案内                                       

インフルエンザ予防接種について 

◆実施期間◆ 

  2019 年 10 月 7 日（月）～ 2020 年 1 月 31 日（金） 

 

◆接種回数◆ 

  １回 

 

◆料金◆ 

  ①一般の方 ￥3,300（税込） 

  ②高齢者インフルエンザ予防接種対象の方 ￥2,500（税込） 

   ②に該当する方（住所・年齢を確認できる健康保険証・運転免許証などを必ずお持ち下さい。） 

   a. 接種当日で、八王子市・日野市・町田市・多摩市・稲城市のいずれかに住民登録の 

     ある 65 歳以上で、接種を希望する方。 

   b. 接種当日で、八王子市・日野市・町田市・多摩市・稲城市のいずれかに住民登録の 

     ある 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・腎臓・もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全 

     ウィルスによる免疫の機能の障害（身体障害者手帳 1 級相当）を有する方で接種を 

     希望する方 

    （接種時に疾病の身体障害者手帳または診断書のコピー（写し）を提出してください。） 

 

◆受付日時◆ 

  月曜日～金曜日 

   午前 8：30～11：00 

   午後 12：30～15：30 ※午後の方がお待たせせずにご案内できます。 

  土曜日 

   午前 8：30～11：00 

 

◆接種を希望される方◆ 

  上記の受付時間内に、1 階総合受付カウンターでお申込み下さい。 

  ご予約は不要です。 

 

◆東振協加入の方◆ 

  東振協(東京都総合組合保健施設振興協会)加入の方は申込み方法が異なりますので 

  お電話【042-644-3721】にてお問い合わせ下さい。 

※当院では、小児（15 歳以下）の方・妊婦の方・体調が優れない方の接種は行っておりません。 

  小児の方は、仁和会クリニック大和田にてご相談ください。 

 

2019 年度 八王子市健康診査・各種がん検診・人間ドック割引のご案内 

◆実施期間◆ 2019 年 6 月 1 日(土) ～ 2020 年 1 月 31 日(金) 

 

八王子市健康診査 

     《受付時間》 

平日・月～金曜日（土・日曜日・祝日は行っておりません。） 

午前  8:30～11:00   午後 12:30～15:30 

 

各種がん検診、八王子市の人間ドック割引 

     予約制です。受付時間内にお電話ください。 

（健康診査のみ受けられる方・健康診査と大腸がん検診を一緒に受ける方は予約不要）

お問い合わせ電話番号 042-644-3711 


