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　震災発生から連日放送される被災地の状況を見て、私は岡山県医療救
護班（第14班）の一員として平成23年４月19日～22日までの４日間、岩
手県大船渡市での医療支援活動に参加して来ました。
　大船渡市では多くの医療機関の機能が失われており公民館が診察室に、
保健センターが薬剤管理場所となっ
ていましたが、診察室内には医療材

料や薬品が乱雑に置かれ溢れかえっていました。
　又、診察室だけでなく中学校では多くの被災者の方が館
内の寒さやダンボールで区切られたプライバシーのない生
活環境、長い避難生活によるストレスに耐え生活されてい
ました。
　更に、私が日々何気なく行っている飲食・睡眠・排泄な
どの行為にまで多大な苦労をされていて、お風呂は２
日に１度の順番制、トイレは流せず紙に包んで処理し
ないといけないという現状でした。
　このボランティアに参加したことで私の周りにある
小さな幸せに気付かされ、みなさんにより一層感謝で
きるようになりました。
　今後も岡山から被災者の方の力になれる事を些細な
ことから続けて行こうと思います。
　被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげます。

目　　次

震災ボランティアの活動報告
看護主任補佐 　小林　 緑
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　現在、死亡原因に占める生活習慣病の割合は約６割で、医療費において生活習慣病の

占める割合は国民医療費の約３割となっています。生活習慣病の中でも、特に『心疾患』

『脳血管疾患』の発症が重要な危険因子である『糖尿病』『高血圧症』『脂質異常症』など

の有病者やその予備群が増加しています。

　生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積が原因となっていることが多く、肥満に加えて、高血糖、

高血圧といった状態が重複した場合には、脳血管疾患などの発症リスクが高くなります。

一方で、適度な運動とバランスの取れた食事により内臓脂肪を減らしていくことは可能

です。

　このような背景のもと、平成20年４月からメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

に着目した『特定健康診査・特定保健指導』がスタートしました。当院でも、特定健康診査・

特定保健指導を受けることが出来ますので、生活習慣病をチェックしてみてはいかがで

しょうか？

特定健診で生活習慣病を
　　チェックしてみましょう!

男性の２人に１人、女性の５人に１人が
『メタボリックシンドローム』

不健康な生活習慣
（不適切な食生活、運動不足、喫煙習慣など）

内臓脂肪型肥満

高血糖 脂質異常 高血圧

動脈硬化の進行

循環器病（心臓病・脳卒中など）
糖尿病の合併症（失明・腎不全など）

内臓脂肪型肥満に、高血糖・脂質異常・高血圧の
　２つに該当した場合、メタボリックシンドローム
　１つ該当ならメタボ予備群です。

特定健診の判定結果

動脈硬化のリスクに応じて特定保健指導の対象
者が選ばれます。医師や保健師、管理栄養士など
の専門家に健康づくりを相談できます。

院長 　難波　義夫

腹囲またはＢＭＩで
肥満と判定

１．血糖に異常
２．血圧に異常
３．脂質に異常
４．喫煙歴がある

健診シリーズ
 No.1



−3−

金光病院だより  Vol.64

当院で受診される場合、予約は必要ありません。
受付：午前8時30分～11時　午後1時30分～4時

　　　　　　　　土曜日の場合は午後3時迄です。（日曜・祝祭日はお休みです）
空腹時血糖検査を実施しますので10時間以上の絶食でお越しください！

受診券及び保険証をお持ちください。

健　診　内　容

★当院でも検査が受けられます！！
○自宅で呼吸状態を簡易的に検査します。
○入院（1泊2日）して頂き睡眠状態と
　呼吸状態を総合的に判断します。
※患者様の状態に応じた検査を行ないます。

○質問票及び診察　○身体計測（身長・体重・腹囲）　○血圧測定　○採血　○採尿
検査項目 基準値 保健指導判定 受診推奨判定

肥　満
腹　　囲 男性85cm未満

女性90cm未満
男性85cm以上
女性90cm以上 － 内臓脂肪の蓄積を調べます。

BMI
肥満判定法 18.5～24.9 25以上 － BMI=体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身

長（ｍ）で算出します。

高血圧
収縮期血圧 mmHg 130未満 130以上 140以上 血液が心臓から全身へ送られる血圧です。
拡張期血圧 mmHg 85未満 85以上 90以上 血液が全身から心臓へ戻る血圧です。

糖尿病
※空腹時血糖 mg/dℓ 100未満 100以上 126以上 血液中のブドウ糖を調べます。

※ヘモグロビンA1c （％） 5.2未満 5.2以上 6.1以上 過去1～2ヶ月の平均的な血糖値です。
尿　　糖 （－）（±） － － 尿中のブドウ糖を調べます。

脂　質
異常症

中性脂肪 mg/dℓ 150未満 150以上 300以上 血液中の中性脂肪を調べます。
HDL-コレステロール mg/dℓ 40以上 39以下 34以下 血液中の善玉コレステロールを調べます。
LDL-コレステロール mg/dℓ 120未満 120以上 140以上 血液中の悪玉コレステロールを調べます。

肝　臓
AST（GOT） U/ℓ 30以下 31以上 51以上 肝臓・心筋・骨格筋を調べます。
ALT（GPT） U/ℓ 30以下 31以上 51以上 肝臓・胆道（胆汁の通り道）を調べます。

γ-GT（γ-GTP） U/ℓ 50以下 51以上 101以上 肝臓・胆道（胆汁の通り道）を調べます。
腎　臓 尿 蛋 白 （－）（±） － － 尿中の蛋白を調べます。

※空腹時血糖またはヘモグロビンA1cのどちらかを実施します。

睡眠時無呼吸症候群
生活習慣病と関わりがあります！

いびき、日中の眠気、起床時に頭が痛い、熟睡感がない、夜何回もトイレに起きる、運転中や会議中に眠く
なる。「あれ？」とあてはまる事はありませんか？「あれ？もしや？？」と思われた方は一度受診してみては
いかがでしょうか？
もしかすると・・・睡眠時無呼吸症候群かもしれません!!

浅口市・里庄町国民健康保険加入者の方　￥1,200円
協会けんぽ加入者の方　￥1,425円　

その他の方は、受診券で料金をご確認ください。
※なお、企業で行なわれる健康診断(事業主健診)には、特定健診の項目が含まれています。

院長 　難波　義夫
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求人のお問い合わせ・ご応募はこちら

ハローワークにも求人を掲載しています。
随時、病院見学を歓迎します。

ホームページからでもお問い合わせ・ご応募できます。

金光病院（http://konko-hos.jp/）の
求人情報からお入りください。

お気軽に
お問い合わせください。

看護師さん
准看護師さん

募集

看護師さん
准看護師さん

募集

私たちと一緒に
　 働きましょう！！

「笑
顔の多い病院

」「温かみのある人間関係」

私たちと一緒に
　 働きましょう！！

0865-42-3211
（担当：福田事務部長）

電話での
お問い合わせ
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川崎医科大学

　川崎医科大学では本年度から、地域医療教育の更なる充実化を図るため、第５学年
の地域医療実習を実施しています。
　金光病院では、平成23年４月～平成24年２月まで、合計10名の学生を受け入れます。

　川崎医科大学５年　　中山　盛皓さん

　この度、金光病院に学外実習として５月30日から６
月３日までお世話になりました。
　５日間、金光病院の皆様に優しく丁寧にご指導して
頂き、本当にありがとうございました。
　今回の実習を通じて、医療は様々な職種の方々との
連携が重要だと実感できました。
　将来は患者さんのためにも、他の職種と良い関係を
築いてチーム医療を行おうと思います。

　川崎医科大学５年　　大久保　浩平さん

　今回、大学の地域医療実習として金光病院にて６月27日㈪から７月１日㈮の一週
間実習をさせて頂きました。
　初めて金光病院に来た時、金光病院は緑豊かな場所に建っており、どこか私の地元・
大分に似ているからか、とても親しみやすい所だと感じました。
　今回の実習は今年から導入されたということで、実習が始まる前とても緊張して
いましたが、先生やスタッフの方々が優しく迎えいれてくれたことで、良い気持ち
で実習を行うことができました。
　一週間という短期間の実習でしたが、医師の仕事だけでなく、他職種の方々の仕
事を知ることができたのは、私にとって大変勉
強になりました。
　最後になりましたが、難波先生をはじめ、実
習に協力して下さったドクター・スタッフの
方々ならびに患者様、一週間本当にありがとう
ごさいました。

地域医療実習が始まりました
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　夏に多い皮膚病のひとつに「とびひ」が

あります。

　小児に多く、引っかき傷などから増殖し

た黄色ぶどう球菌が皮膚に水泡を作ります。

　水泡はすぐに破れてびらんとなり、そこ

にかさぶたがつき、辺縁部にはさらに新し

い水泡ができて広がっていきます。放置し

ておくと数も増えていきます。

　治療は正しい抗生物質の内服です。

　治療中に気をつけることは、患部を

よく洗って衣類などで覆っておくこと

です。かさぶたや滲出液が患部にあれ

ばきれいになりません。また、内服薬

は処方された量と回数を守って内服し

てください。

　伝染性膿痂疹に似ている病気がいくつかあり、紛らわしいので自己

診断せず、早めに皮膚科を受診してください。また、患者さんがいる

家庭では、家族にうつりやすいので手洗いをしっかり行うように心が

けましょう。

伝染性膿痂疹（とびひ）について

皮膚科部長 　久山　倫代
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腸管出血性大腸菌について

　腸管出血性大腸菌は最近話題となる事が多い大腸菌ですが、国内の腸管出血

性大腸菌による食中毒の約９割をO-157が占めていています。その他、O-111、

O-104、O-145、はみな同じ仲間でベロ毒素という強力な毒素を作ります。この

毒素は、血管の内側にくっついて血管や細胞を破壊し出血を伴う腸炎を起こし

血便が出ます。また毒素が腎臓に回ると「溶血性尿毒症症候群（HUS）」になり

腎臓に障害が起こります。

　この腸管出血性大腸菌は、食材を不適切に取り扱う

ことによって食中毒が起こり、場合によっては死に至

ることもあるような恐ろしい菌ですが、適切な食材の

管理、調理法により食中毒を防ぐことができます。

　予防法として・・・

　① 食品をよく洗う

　② 生ものは常温に放置せず、わずかな時間でも

　　 冷蔵庫に入れる

　③ 肉・魚などの生ものは早めに調理する

　④ 加熱料理は十分加熱する（75℃１分以上の加熱で菌は死滅します）

　⑤ 調理器具・布巾は清潔なものを使用する

食中毒の予防は「食中毒菌を付けない、増やさない、死滅させる」。これが基本です。

　しかし、腸管出血性大腸菌の感染は食べ物による感染だけではありません。

調理を行う際の適切な加熱による殺菌も大切で

すが、人から人への感染も大きな原因となる事

から日頃の手洗いの習慣はとても重要です。手

洗いは食中毒予防の第一歩です。正しい知識を

身につけ食中毒を防ぎましょう。

検査技師長　 三宅　志伸
管理栄養士　 羽原美佐子

腸管出血性大腸菌について
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　　看護部長　　岡部　京子　
　院内感染予防の徹底及び患者様・ご家族様の入退院時の荷物や洗濯の手間の軽減を目

的として、６月より入院時必需品レンタルシステム（洗濯付き）を導入することになり

ました。２種類のプランと３種類のオプションをご用意いたしましたので、その中でご

自由にお選びいただくことができます。

　お申し込み頂きますと、入院時に必要となる寝衣・タオル・ティッシュ・コップ・は

し・スプーンなどの持ち込みが不要となります。また、手術時に必要となる腹帯・T字

帯も格安でご購入頂けます。寝衣・タオルは随時交換されても料金は変わりません。

　お支払いについては、毎月10日頃に指定業者（株式会社エラン様）からご自宅に請

求書が郵送されます。郵便局・コンビニ・銀行口座引き落としから選び、お支払いする

ことができます。

　どうぞご利用ください。

　今後も患者様に少しでも快適に入院生活を過ごしていただけるよう取り組んで参りた

いと思っております。

ご不明なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

６月より入院時必需品レンタル導入
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　今年度もご意見箱へ多数投書をいただきありがとうございました。

　ご意見について、検討した結果を下記のとおりご回答いたします。

 １.接遇に関すること
　患者様に対して、失礼な言動があり、不愉快な思いをさせてしまい、お詫び申

し上げます。

　平成22年度は、全職員を対象に接遇の研修を２回実施いたしましたが、今後は

個々の部署ごとの少人数での研修も検討いたします。

　接遇向上のための研修はもちろんですが、患者様やご家族の気持ちに寄り添っ

た接遇指導を現場で行うなど工夫をしながら、接遇向上に努めていきたいと考え

ています。

 ２.待ち時間に関すること
・ 長い時間お待ちいただいていると思われる患者様には、受付の職員から積極的

にお声かけを行うなど、お待ちいただいている患者様に目配り・気配りに努め

たいと思います。

・ 「先にリハビリしてからの診察ではいけないのか」につきましては、「保険医療

機関及び保険医療養担当規則第12条」の規定に基づき、本来、医師が診察を行

わずに、リハビリ等を行うことは、保険診療の必要性について医師の判断が的

確に行われているといえず、保険診療と認められていないのです。

　 　このため、医師の診察の後、医師がリハビリの必要があると認められた場合

にリハビリを行うことができるため、事前の診察をお願いしております。

 ３.設備などに関すること
・ 「レントゲン室の前の廊下が地下で昔のままで薄暗い」につきましては、随時

明るい蛍光灯に取替え改善いたします。

・ 駐車場については、現在約30人の職員が、他の施設の駐車場へ駐車をさせてい

ただくようになり、駐車場の混雑の緩和に努めております。どうしても駐車ス

ペースが見当たらないときは、お手数をお掛けいたしますが、一旦病院玄関へ

駐車していただき、受付職員へお申し出ください。

平成22年度 ご意見箱の投書について（ご回答）

院 長　難波　義夫
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・ 「 個室の入口付近にカーテンがほしい」につきましては、患者様のプライバシー

に配慮し全個室の入り口にカーテンを設置しました。

・ 「コインランドリー横の流しの汚れ、個室のトイレのにおい及び地下南側入口

付近の蜘蛛の巣等かなり汚い」につきましては、清掃の徹底を命じました。

・「地下の玄関がくさい」につきましては、消臭剤を設置し匂いを緩和しています。

・ 「デイルームの時計を直してほしい」につきましては、直ちに正常に動くよう

にいたしました。

・ 個室への冷蔵庫の設置要望につきましては、病棟へ貸冷蔵庫がありますのでご

利用くださればと思います。

 ４.その他
・ 新聞の自動販売機につきましては、販売部数の関係上設置は困難ですが、平日

は売店で、日曜・祝日は受付で販売していますのでご利用ください。

・ 「受診時に番号札を渡すのに呼ぶときも番号でお願いしたい」につきましては、

患者様の誤認防止のため、お名前でお呼びするようにしていますのでご了承く

ださい。

・ 「職員の定期の健康診断は分かるけど、患者様を後回しにしているのでは」に

つきましては、このようなことのないように職員には指導をいたしました。

・ 「消灯時間が早い」とのご意見につきましては、早寝早起きが治療の効率を高

めるため午後９時を消灯としております。ご理解ください。

・ 「デイルームのテレビの横にでも新聞の綴りを置いてほしい」につきましては、

待合いに設置しております。また、売店でも購入できますのでご利用くだされ

ばと思います。

 ５.感謝お礼
・ 有難いお褒めのお言葉を多数いただき、ありがとうございます。大変嬉しく励

みになります。

　 　これからも、患者様のお役に立てるよう、個人個

人が努力してまいりますので、金光病院をよろしく

お願いいたします。
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平成22年度投書内訳
１.接遇に関すること（12件）…26％
・無愛想で、他の病院より悪い。
・女医の対応が最低でした。
・看護師等がノックしてすぐ入室することが多い。
・ 挨拶をよくする看護師もいるがしない人もいる。
　お年寄りの対応は優しく。
・マスクの着用をお願いします。
・ 全館放送のレベルアップをしたら。内容がよく

わかりません。
・ 以前から10年前と看護師の態度・質が落ちて

きたことを感じますが、病棟のリーダーがあの
態度なら納得できます。ここの看護師全体の質
も一人の態度で低下すると思います。

・ 病院とは病気を治すことはもちろん、心のケア
も大事です。年寄りにはやさしい言葉一つで元
気にもなります。部下は上司を見習います。言
葉づかい・態度今一度教育されてはいかがかと
思います。他の病院と比べると最低です。

・ 看護師さんがすぐ感情的になる。もう少し心を
広くもったほうが良い。特に師長さんたるもの
がすぐ感情的になるのはどうでしょうか。

・病棟の人が悪口を言っていた。
・一部看護師さんがプンとした人がいる。
・病棟のナースは、口が悪い。

２.待ち時間に関すること（３件）…６％
・ リハビリ前の診察の待ち時間が長い。先にリハ

ビリしてからの診察ではいけないのでしょうか。
・ もう来院して１時間経ちましたが、まだ診察し

てもらっていません。
・ 診察待ち時間の長いのは仕方ないと思いますが、

診察終了から会計までの長さはどうにかなりま
せんか。

３　設備などに関すること（10件）…22％
・ レントゲン室が地下で昔のままで薄暗く、こわ

い感じがする。
・個室の入口付近にカーテンが欲しい。
・ コインランドリー横の流しの汚れが気になりました。
・個室トイレのにおいが気になります。
・地下玄関がくさいです。
・ 駐車場について、外来に来ても駐車場所がない。

病院以外の方も駐車しているのでは。

・駐車場が少ない。30分待ったけど帰った。
・地下南側入口付近の蜘蛛の巣等、かなり汚いです。
・デイルームの時計を直してください。
・ 個室の見舞いで行ったけど、冷蔵庫がないのに

びっくりした。暑い時期だと冷たいものが飲め
ないため、不便だなあと思いました。

４.その他（５件）…11％
・新聞の自販機があれば。
・ 受診時に番号札を渡すのに呼ぶときも番号でお

願いします。
・ 職員の定期の健康診断は分かるけど、患者様を

後回しにしているのはどうかと思う。
・消灯時間が少し早いように思いました。
・ デイルームのテレビの横にでも新聞の綴りを置

いていただければ。

５.感謝お礼（16件）…35％
・トイレがきれい。
・ さりげない一言ですが、「何かあれば言ってく

ださいね。」は嬉しかったです。１階病棟は、
きれいに整理・整頓・清掃されている。

・ １階病棟の職員は、よく声をかけ、大変親切に
感じました。

・ １階病棟の職員は、職務を全うされ、頑張って
おられます。

・建物・設備は、良いです。
・受付等の皆様、親切でトイレもきれいです。
・ 一輪挿しのお花も楽しみです。いつも心地よい

です。
・トイレにいつもきれいな花がある。
・掃除がきれいにできている。
・受付の人が親切。
・金光病院は先生方が良い。
・ 私は金光病院が好きです。きれいだから気持ち

がいい。
・受付の西山さんはとても感じがいい。
・ 各設備がよく行き届いています。何もいうこと

はありません。
・ 大変良く気が付いて患者の身になって答えてく

ださいます。また、こちらから聞いても答えが
すばやく気持ちが良いです。

・職員の対応、良いです。
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薬剤師　 土師　伸佳　
　この度、認定実務実習指導薬剤師の資格を取得しました。

平成18年より薬学が６年制になり、５年次において、長期実務実習を修了することが６年

次の薬剤師の国家試験の受験に必須となりました。長期実務実習受け入れ施設（病院）と

しては、実習生を受け入れる為に、指導する側にも薬剤師会が主催する研修を修了し、資

格を得た薬剤師が必要となっております。

　平成22年度より開始となり、昨年度は同資格を持った前任者の下で２名の薬学生が実習

を行って巣立っていきました。

　今年度も２名の薬学生が当院にやってきます。当院の立地上、薬学部のある福山大学と

就実大学からの実習生が多いのですが、今年度は就実大学より２名こられます。

　５月16日より11週間の実習が開始となり、現在、女性の実習生を受け入れています。新

任指導薬剤師の不慣れな指導のため、日々悪戦苦闘しながら様々な薬剤師業務の実習を頑

張っています。

　このかわらばんが発行され、皆さんが読まれるころは、実習の修了間近でしょうか？実

習生が薬局の窓口の周辺に座っていると思いますので気軽に声をかけてあげてください。

　また、今後も薬学生が実習にきますので、患者様にはご理解とご協力をお願いいたしま

す。ご意見などもございましたらよろしくお願いいたします。

予約診療科（外科・整形外科・泌尿器科・石田医師〈内科〉）
の専用電話を設置したので、ご利用ください。

認定実務実習指導薬剤師
　　　　　　　の資格を取得

予約専用電話（地域医療連携室）

TEL 0865-42-3261
予 約 電 話 受 付 時 間

月～金　8：30～17：00
土　　　8：30～16：00

診療予約（外科・整形外科・泌尿器科・石田医師〈内科〉）の
専用電話をご利用ください！

便利です!!

診療予約
専用電話設置
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部署紹介

　中央材料室・手術室には、看護師２名、
看護補助者２名の計４名がいます。
　病棟や外来で使用した器具の回収・洗浄・
滅菌や、医療材料の発注や配布が主な業務
です。４月からは医療材料を外部委託にし、
効率化に取り組んでいます。新しい業務も
増え、頑張っています。
　手術室では、外科や整形外科や泌尿器科
や皮膚科の手術を行っています。
　外科では、消化管・乳房・ソケイヘルニ
ア・甲状腺・胆嚢（開腹と腹腔鏡下）と虫垂炎（盲腸）などの手術を行っています。新たに、
腸の腹腔鏡下の手術を始めました。
　泌尿器科では、前立腺・膀胱・腎・尿管・尿道などの手術を行っています。
　整形外科では、骨折の整復、関節鏡、指の手術を行っています。
　前年度の手術件数は417件で、麻酔別には、全身麻酔は117件、腰椎麻酔は249件です。
手術をする患者さんの不安を減らせるように、笑顔で接し、優しく説明するように心がけ
ています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中央材料室・手術室　 友国　香代子）

～ 中央材料室・手術室 ～

土
と

肥
ひ

　紀
のり

夫
お

入職年月日　５月11日
所 属 部 署　外来（准看護師）
血　液　型　Ｏ型
趣　　　味　 素潜り、釣り
座 右 の 銘　一期一会
長所・短所
 　 長所…マイペース
 　短所…人見知り、考えすぎ
今後の抱負
 　 特殊な医療人を目指し、オンリーワンな人間にな

りたいです。
フリーコメント
 　 最近はまっているもの：海外ドラマ（Dr.HOUSE、

グレイズ アナトミー、BONSESなど）

　日本には、リアリズムす
なわち現実主義がないとい
う。これは私が言っているこ
とではない、司馬遼太郎がよ
く言っていたことである。戦
前軍部にリアリズムがあれば、
あのような勝算のない戦争は

しなかった、西の中国と戦っていたのに、東の
アメリカと戦うなんて、ばかげたことは始めな
かったであろうということだ。また、戦後もそ
の反省がなされず、現実の分析なく、空想的に
平和を叫んでいたにすぎないのではなかろうか。

「空想的軍国主義」が「空想的平和主義」に変わっ
ただけだ。歴史は過去の人間の貴重な教訓集で
その教訓を生かさなければ過去の人間の生きた
ことが無駄になってしまう。
　今の政治を見ていて、空想的にものを考え、
方向を決めるのでなく、現実を充分に分析し、
判断し施策を決めてもらいたいものである。マ
スコミもそのあたりを見守るべきで、政府・国
民受けするようなことばかり、報道する事はや
めてもらいたい。このままでは、東北だけでなく、
日本全体の壊滅が訪れるかも！　　　　 （Ｙ生）
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理事長　石田　豊

暑い日が続きます。
冷房のかけ過ぎに気をつけて節電を心
掛けたいと思います。でも、熱中症に
はご用心‼

科　名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　　科

リウマチ科

石田医師のみ（　予約制　）

午前

１診 難波
（リウマチ）

小川 小川 小田原 小川 小田原

8：30 ～ 11：30

２診 小田原 難波
（リウマチ）

石田
（リウマチ）

松本 難波
（リウマチ）

石田
（リウマチ）

午後 小川 綿谷 小田原 難波
（リウマチ）

道上 浅田 1：30 ～ 5：00

外　　　科
肛　門　科
（予約制）

午前 前田 江添 前田 江添 前田 江添 ８：30 ～ 11：30

午後 永坂 窪田 前田 江添 江添 前田
（月・火）１：30
（水～金）４：00

（土）３：00

～
～
～

５：00
５：00
４：00

整形外科
予約制（土曜日のみ午後除く）

午前 高田 or 井谷 ８：30 ～ 11：30

午後 千田 阿部 or 井谷 高田 or 井谷 １：30 ～ ４：00

泌尿器科
（予約制）

午前 牧 牧 （岡大医師） 牧 牧 牧 ８：30 ～ 11：30

午後 牧 牧 牧 （岡大医師） 牧 １：30 ～ ５：00

皮 膚 科
午前 久山 久山 久山 久山 久山 ８：30 ～ 11：30

午後 久山 久山 久山 久山 久山 ２：00 ～ ５：00

耳鼻　　
　咽喉科

午前 診察日 ８：30 ～ 11：30

午後 診察日 １：00 ～ ３：30

眼　　科
午前 診察日 ８：30 ～ 11：00

午後 診察日 １：30 ～ ３：50

小 児 科
午前 診察日 診察日 （月）９：30

（木）８：30 ～ 11：30

午後 診察日 診察日 １：30 ～（月）４：30
（木）４：00

注
意
事
項

※土曜日の午後の受付時間は、４時までとさせていただきます。 
※外科及び泌尿器科は午後から手術のため、休診となることがありますので、ご了承ください。
※急患の方は可能な限りお受けいたします。　予約専用電話 ０８６５－４２－３２６１

《金光病院診察時間表》 （平成23年７月１日～）

１．急性期、亜急性期、慢性期医療および救急医療を提供します。
2．高齢者、認知症患者様をはじめ、すべての患者様の人権と

意思を尊重し、患者様中心の医療を行います。
3．すべての患者様に対し、謙虚な心、礼節を忘れず、責任を

持って最善の努力をします。
4．研修・研鑽に励み、質の高い医療およびケアを提供します。
5．地域の中核病院として、周辺医療機関、施設との連携を推

進します。


