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1．急性期から終末期まですべての領域において全人的医療を行います。
2．患者様の自立を支援し、早期在宅復帰を目指します。
3．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・看護を提供します。
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。

地域の人 の々「健康」と「命」を大切にします

金光病院の基本方針

金光病院の理念

診療予約専用ダイヤル
  

金光病院診察時間表
科 名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　科
リウマチ科

循環器内科
 糖 尿 病

午　前

小田原 小川 小川 小田原 小川 小田原

8:30 ～ 11:45
難波 難波 堀口

倉中医師
（糖尿病）

（担当医） 菊本 菊本

川大医師
（膠原病・リウマチ）

午　後

担当医 菊本 担当医 松本 小田原 浅田 1:30 ～ ( 平日）4：30
～（土曜）3：30

倉中医師
（循環器内科）

岡大医師
※第１週・3週

1:30 ～  4:30

(第2･第4)1:30 ～  3:30

開始時間未定

外　　科
肛門外科

午　前 五味 江添 前田 五味 前田 江添 8:30 ～ 11:45

午　後 担当医 担当医 五味 五味 担当医 ～（平日）4：30
～（土曜）4：00

整形外科
午　前 岡大医師 8:30 ～ 11:45

午　後 千田岡大医師 岡大医師 2:00 ～  4:00

泌尿器科
午　前 牧 牧 牧 牧 牧 8:30 ～ 11:45

午　後 牧 牧 岡大医師 牧 岡大医師 牧 1:30 ～（平日）4：30
～（土曜）4：00

皮膚科
午　前 福田福田福田福田福田

福田福田福田

川大医師 （平日）8:30 ～11:45（土曜）9:30 ～          
午　後 2:00 ～  4:30

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

平成30年4月2日～

咽喉科 午　後 岡大医師 1:00 ～  3:30

眼　　科
午　前 岡大医師 8:30 ～ 10:50

午　後 岡大医師 1:30 ～  3:50

小児科
午　前 岡大医師 9:30 ～ 11:45
午　後 岡大医師 中西 1:30 ～  4:30

春号

老健マジック

　昨年４月に介護老人保健施設「ケアリゾート金光」を開設してから早く

も１年が経ちました。当初は戸惑うことも多々ありましたが、スタッフ一同話

し合いを重ねながら、徐々にご利用者様に喜んでいただけるサービスを提

供出来るようになって来ました。

　私自身、初めての介護医療経験でしたが、リハビリ・介護を受けるご利

用者様の多くが、予想以上の回復を見せてくださることに驚きを感じてい

ます。我々はこれを「老健マジック」と呼んでいるのですが、本当に嬉しい

成果でした。今、我が国は高齢社会を迎え、医療の世界は地域包括医療・ケアという大きな流れの

中、動こうとしています。スタッフ一同、今後も地域医療・ケアへの貢献を目指し、更なる努力をしていき

たいと思っております。

ケアリゾート金光　施設長　江添 　弘｜
●ごあいさつ

花や若葉の目に優しい季節になりました。
ご来院の際に、里見川沿いの桜並木や病院の木 な々どお楽しみください。

編集
後記

※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。
（平　日） 8：30～17：00   （土曜日） 8：30～16：00

TEL 0865-42-3261

　4月より皮膚科に福田光希子医師が着任され
ました。
　診察時間は月・水・金曜日は終日、火・木曜日は
午前中のみですが、よろしくお願いいたします。
　なお、毎土曜日の午前中は、川崎医科大学より
派遣された医師が診察いたします。
　午前中は毎日皮膚科が診察できるようにな
りました。どうぞこの機会に皮膚科にお越しく
ださい。

※予約制：内科、外科（午前のみ）、泌尿器科、整形外科（土曜日午後は除く）
　予約外の方は、状況によってお受けできない場合があります。
※外科、泌尿器科は午後から手術等のため、開始時間変更・休診となることがあります。 
※整形外科（土曜日）は午後から手術のため、休診となることがあります。
※急患の方は、可能な限りお受けいたします。
※第 1・第 3 週木曜日の整形外科は、膝の症状の方のみお受け致します。

皮膚科医常勤化のお知らせ
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　今回は、老健での生活についてご紹介します。午前中は心身機能の維持を図るため、リハビ
リやレクリエーションを行っています。お食事前には飲み込みをスムーズにする体操を行い、デ

イルームにて皆さんで食事をしています。午後からは、作業活動
や一人一人のペースに合わせた余暇時間を設けています。入浴
は週に２回実施し、月に一度ご希望があれば散髪も行っていま
す。また、年間を通してお誕生会や銭太鼓・フラダンス・
コンサート等、楽しい時間を過ごしていただくための
企画もしています。

老健だより
院内リレー
　  インタビュー

放射線科　科長
原田 和朋

I n t e r v i e w

今年もワンコイン健診を予定しています。

5月9日(水曜日) ８：００～１１：００

ワンコイン健診のご案内

事務部の紹介

（事務部・総務課）
　総務課では労務管理、設備・備品の購入、建物管理、福利厚生の
整備といった企業活動が円滑に行われる業務と、経理では経営的な業務に必要な情報の提供を
行っております。
　健全なサービスが提供できる職員労務管理と、健全な経営ができる情報提供および分析で地域の
皆様に末永く貢献できるよう頑張っています。

（事務部・医事課）
　医事課では、入院手続等を行っている入院担当・受付で患者様の診療手続きや案内等を行って
いる外来担当がいます。
　患者様の気持ちに寄り添い、地域の病院らしいサービスが提供できればと思います。
困ったことがあればお気軽にお声掛けください。

Q1.放射線技師の仕事について教えてください。
　医師の指示の下で放射線等を用いて撮影（CT,MRI,一般撮
影など）を行います。
　直接患者様に接するため、コミュニケーションを大切にしています。
Q2.放射線技師になろうと思ったきっかけは何ですか。
　高校3年生の時に医療関係に興味を持ったからです。また、友達
のお姉さんに勧められたことも理由かもしれません。

Q3.趣味は何ですか。
　日曜大工です。今まで、農機具小屋、犬小屋などを作りました。網戸や障子の貼り替えは
お手の物です。自転車の修理もOKです。 
Q4.好きなスポーツ（観戦側、自分でやる側）は何ですか。
　バレーボール、野球、スキーなどです。バレーボールは当院チームの監督をしています。
休日はシニアの野球チームでプレーしています。チームではオールラウンドプレーヤーです。
Q5.今まで買った中で一番高く買ったものは何ですか。
　車（TOYOTA　VOXY）です。子供たちの遠征のために買いました。
Q6.好きな女性のタイプは・・・。
　うちの嫁です。気遣いができる女性です（笑）。
Q7.今までで一番思い出になっていること（心に残っていること）は何ですか。
　3人の子供たち全員がバレーボールをしているおかげで、小学校、中学生、高校と中国
大会や全国大会を観戦できたことです。
　家族でバレー部の応援歌を歌ったり、メガホンを持って応援もしました。
Q8.最近のマイブームは何ですか。
　家の電灯のLED化です。LEDに替えることで家の中もパッと明るくなり、妻がより美しく見えるよう
に・・・（？）
Q9.もしも生まれ変わったら何になりたいですか。
　反町隆史のような俳優になりたいです。GTOや相棒など多彩な役が演じられるから。
Q10.もしも宝くじが当たったらどうしますか。
　ローン（家と土地）の返済と新しい車を買いたいです。
Q11.金光病院の「今だから話せるこんなことありました話」を教えてください。
　入職したころは昼休みにキャッチボールやバレーボールや卓球をして過ごしま
した。
　公用車のガレージのシャッターを壊してしまったこともありました。
Q12.原田さんにとって金光病院とは・・・。
　人生の伴侶を見つけられた場所です。
Q13.今後の金光病院にもとめるものは・・・。
　地域の皆様に貢献できる病院にしていきたいです。

　原田科長、どうもありがとうございました。次回はリハビリテーション科山内科長のインタビューです。
　聞いてみたいご質問があれば、ホームページの「ご意見・ご要望」からご連絡ください。

　3人の子供たち全員がバレーボールをしているおかげで、小学校、中学生、高校と中国

反町隆史のような俳優になりたいです。GTOや相棒など多彩な役が演じられるから。

　お問い合わせ先 電話番号　0865-42-3211
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眼　　科
午　前 岡大医師 8:30 ～ 10:50

午　後 岡大医師 1:30 ～  3:50

小児科
午　前 岡大医師 9:30 ～ 11:45
午　後 岡大医師 中西 1:30 ～  4:30

春号

老健マジック

　昨年４月に介護老人保健施設「ケアリゾート金光」を開設してから早く

も１年が経ちました。当初は戸惑うことも多々ありましたが、スタッフ一同話

し合いを重ねながら、徐々にご利用者様に喜んでいただけるサービスを提

供出来るようになって来ました。

　私自身、初めての介護医療経験でしたが、リハビリ・介護を受けるご利

用者様の多くが、予想以上の回復を見せてくださることに驚きを感じてい

ます。我々はこれを「老健マジック」と呼んでいるのですが、本当に嬉しい

成果でした。今、我が国は高齢社会を迎え、医療の世界は地域包括医療・ケアという大きな流れの

中、動こうとしています。スタッフ一同、今後も地域医療・ケアへの貢献を目指し、更なる努力をしていき

たいと思っております。

ケアリゾート金光　施設長　江添 　弘｜
●ごあいさつ

花や若葉の目に優しい季節になりました。
ご来院の際に、里見川沿いの桜並木や病院の木 な々どお楽しみください。

編集
後記

※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。
（平　日） 8：30～17：00   （土曜日） 8：30～16：00

TEL 0865-42-3261

　4月より皮膚科に福田光希子医師が着任され
ました。
　診察時間は月・水・金曜日は終日、火・木曜日は
午前中のみですが、よろしくお願いいたします。
　なお、毎土曜日の午前中は、川崎医科大学より
派遣された医師が診察いたします。
　午前中は毎日皮膚科が診察できるようにな
りました。どうぞこの機会に皮膚科にお越しく
ださい。

※予約制：内科、外科（午前のみ）、泌尿器科、整形外科（土曜日午後は除く）
　予約外の方は、状況によってお受けできない場合があります。
※外科、泌尿器科は午後から手術等のため、開始時間変更・休診となることがあります。 
※整形外科（土曜日）は午後から手術のため、休診となることがあります。
※急患の方は、可能な限りお受けいたします。
※第 1・第 3 週木曜日の整形外科は、膝の症状の方のみお受け致します。

皮膚科医常勤化のお知らせ


