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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
　どんどん暖かくなり、桜も新緑も
見ているだけで気持ちのいい季
節になってきました。
　思い切り新鮮な空気を吸い込
んで気分一新し
てみてはどうで
しょう。

編集後記
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春号

新年度のご挨拶

　この度、4月1日付で看護部長を拝命いたしました。世界を震撼させて
いる新型コロナウイルス感染症の影響における不安や健康を守るため
の対策に追われる状況の中、新体制をスタートしました。
　前任である岡部看護部長が築き上げた看護部を礎として、当院を利
用される方はもちろん、地域住民の皆様の健康のため、思いやりの心と
確かな技術力を持った看護を提供し、貢献していく組織作りに微力では
ございますが、精一杯尽くしてまいります。
　当院には1998年入職後、一般病棟を経て、地域包括ケア病棟を任さ
れ、試行錯誤の中、職員や地域の方 と々共助しながら実務を行ってきまし
た。国の政策である地域完結型医療、地域包括ケアシステムについて行
政と共に考える機会にも恵まれました。地域連携の歴史を振り返ってみますと、診療報酬改定に誘導され
る形で地域医療連携は進んできました。しかしながら、現時点では診療報酬とは別の枠組みで検討する
方向が出てきています。令和の時代に入り、さらに地域を中心に考える地域医療連携は第6フェーズに入っ
ています。病院運営において、ますます医療介護部門の役割や連携の質を問われる時代になったと認識
しております。
　今年度より大役を引き継ぎ、重責に身の引き締まる思いです。そして、これからもなお、地元人としてこの
地域にどのように貢献すべきかを日々考えております。看護部長として、これからの看護を担う人材を育て
ていくことが感謝の意を持ってこの地域にお返しできる重要な課題であると認識しております。特に、当院
の理念にうたわれている『地域の人々の「健康」と「命」』をお守りできる看護師を育てること、そして、現在
一緒に働いているスタッフ、将来この地域を支えていくスタッフが看護専門職として患者様を生活者として
捉え、考える医療、考える看護に力を注ぐことのできる環境づくりのため、より一層尽力してまいりたいと考え
ます。そして、前看護部長に倣い、地域社会との密接な連携に努め、「患者様から選ばれる病院」「地域の
皆様に愛される病院」を継承し、加えて「地域の皆様に信頼される病院」となれるよう、看護部を運営して
いく所存でございます。
　皆様には、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

看護部長 伊藤 祐美子

〒719-0104
岡山県浅口市金光町占見新田７４０
医療法人社団同仁会  金光病院     

   診療予約専用ダイヤル

　TEL 0865-42-3261
　　　　  （平　日） 8：30～17：00　
　　　 　 （土曜日） 8：30～16：00
　  ※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。

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

午　前

小田原 小川 小川 小田原 小川 小田原
8:30 ～ 11:45

8:30 ～ 11:45

9:00 ～ 11:45

難波 難波 堀口 菊本 菊本
三戸

(膠原病・ﾘｳﾏﾁ)

川大医師
(消化器内科)

三戸
(膠原病・ﾘｳﾏﾁ)

午　後

担当医 菊本 担当医
担当医

堀口

(担当医)

(糖尿病)
※完全予約制

松本 小田原 浅田
1:30 ～（平日）4：30

～（土曜）3：30

1:30 ～（平日）4：30
～（土曜）3：30

倉中医師
（循環器内科） 1:00 ～  3:30

   (第2･第4週)1:30 ～  3:30
  

外　　科
肛門外科

午　前
五味 江添 前田 五味 前田

川 川
江添

8:30 ～ 11:45

午　後 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 ～（平日）4：30
～（土曜）3：30

整形外科
午　前 岡大医師 8:30 ～ 11:45

午　後 千田岡大医師 岡大医師岡大医師 2:00 ～  4:00

泌尿器科
午　前 牧 牧 入江

入江

牧 牧 8:30 ～ 11:45

午　後 牧 牧 岡大医師 岡大医師 牧

皮膚科
午　前 片山 片山 片山 片山 片山

片山片山片山

川大医師

午　後 2:00 ～  4:30

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

9:00 ～ 11:45

2021年4月1日～

咽喉科 午　後 岡大医師 1:00 ～  3:30

眼　　科
午　前 岡大医師岡大医師 9:00 ～ 11:00

午　後

小児科
午　前 9:30 ～ 11:45
午　後

岡大医師
岡大医師 1:30 ～  4:30

開始時間未定

※予約制：内科、循環器内科、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。
※診察開始時間は 9 時からです。（外科・午前整形外科は除く）
※急患の方は、可能な限りお受けいたします。

※小児科が月曜日→木曜日に変更になります
※整形外科が金曜日→木曜日に変更になります

（ＴＥＬ） 0865-42-3211
（ＦＡＸ） 0865-42-5801
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離職後のブランクが長く復職に不安を感じている方、免許取得後、
就職されなかった方お気軽に参加してみませんか！！

開催日
場所

研修内容

申し込み

その他

年間を通じ偶数月の第2土曜日　13時30分～16時　　
金光病院　４階研修室３
・看護職をめぐる最近の動向
・看護基礎技術（採血、静脈留置など）
・急変時の対応（心臓マッサージ、人工呼吸、
  気管内挿管時の介助、AEDの使用など）
・電子カルテ
・ご希望があれば看護現場の見学　など

  電話　0865-42-3211 （月～土曜日  9時～16時）
　　　　　　　担当者   伊藤 祐美子
  E-mail  konkouhos-kango@konkohp.jp
＊開催日の前月末日までに電話またはメールでお申し込みください。

・当日は動きやすい服装でおいでください。
・コロナウイルス感染拡大防止のため、受講生のみなさまには、検温、マスク着用、
　体調確認をお願いします。ご理解の上、ご参加ください。
・小さなお子さんがおられる方はお知らせください。

看護師復職支援のご案内看護師復職支援のご案内

ミニ健康教室ミニ健康教室「唾液のはたらき」「唾液のはたらき」

玄関の上がりかまちの上り下りに
不安がある方にお知らせいたします。

　安全に安心して玄関の上がりかまちを上り下りするために
介護の現場では状態に応じて福祉用具を活用しています。
　写真の福祉用具は、踏み台と両方に斜めの両手すりがついているの
が特徴です。
　その他にも便利な福祉用具があります。
　玄関の上り下りに不安がある方、福祉用具を使用するための練習がし
たい方は通所リハビリテーションにご相談ください。

言語聴覚士　村上洸平

老健だより
　『鬼は～外。福は～内。』2月3日に豆まきを行いました。
　今年こそはコロナ吹っ飛べの気持ちをこめて利用者様も片手に豆袋を持ち青鬼・赤鬼をめがけ力
いっぱい投げておられました。利用者様の声が施設内を割れんばかりに響きわたり笑顔があっちこっち
に咲きほこりました。
　笑う門には福来る…これで今年も老健に福の神が来てくれることでしょう。

介護士　平田　亮

　最近「口が乾く」「口がネバネバする」「食べ物が飲み込みにくい」「口臭がする」などの症状を感じる
ことはありませんか？もしかしたらその症状、唾液の量が減っていることが原因かもしれません。
　実は唾液は殺菌・抗菌作用、洗浄作用、消化作用、保護作用などのたくさんの機能を持っており、口の
中だけでなく、全身の機能維持に重要な働きをしています。そのため、唾液の量が減ると虫歯や歯周病、口
臭、消化能力の低下による胃への負担の増加、味覚の変化、嚥下障害などさまざまな症状が現れます。原
因として薬の副作用、ストレス、筋力低下、加齢などがあり、唾液の減少は高齢者の4分の１にみられるとい
う結果もあります。
　症状が気になった方は、まずは食事の際に噛む回数を増やす、丁寧な歯磨きで口の中を清潔に保つ、

水分をこまめにとるなど、普段の生活で少し工夫をしてみましょう。それで
も症状が悪化する場合は、一度耳鼻咽喉科の受診を検討してください。
 

　次回は「唾液」に関係する病気や、さらに具体的な対処法について
掲載予定です。 夏号につづく！

⬅

（月～土曜日  9時～16時）

通所リハビリテーションの紹介通所リハビリテーションの紹介

見学・体験利用することも可能なので、お気軽にお尋ねください。
　連絡先：TEL  0865-42-3179（通所リハビリテーション直通）
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ます。そして、前看護部長に倣い、地域社会との密接な連携に努め、「患者様から選ばれる病院」「地域の
皆様に愛される病院」を継承し、加えて「地域の皆様に信頼される病院」となれるよう、看護部を運営して
いく所存でございます。
　皆様には、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

看護部長 伊藤 祐美子

〒719-0104
岡山県浅口市金光町占見新田７４０
医療法人社団同仁会  金光病院     

   診療予約専用ダイヤル

　TEL 0865-42-3261
　　　　  （平　日） 8：30～17：00　
　　　 　 （土曜日） 8：30～16：00
　  ※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。

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

午　前

小田原 小川 小川 小田原 小川 小田原
8:30 ～ 11:45

8:30 ～ 11:45

9:00 ～ 11:45

難波 難波 堀口 菊本 菊本
三戸

(膠原病・ﾘｳﾏﾁ)

川大医師
(消化器内科)

三戸
(膠原病・ﾘｳﾏﾁ)

午　後

担当医 菊本 担当医
担当医

堀口

(担当医)

(糖尿病)
※完全予約制

松本 小田原 浅田
1:30 ～（平日）4：30

～（土曜）3：30

1:30 ～（平日）4：30
～（土曜）3：30

倉中医師
（循環器内科） 1:00 ～  3:30

   (第2･第4週)1:30 ～  3:30
  

外　　科
肛門外科

午　前
五味 江添 前田 五味 前田

川 川
江添

8:30 ～ 11:45

午　後 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 ～（平日）4：30
～（土曜）3：30

整形外科
午　前 岡大医師 8:30 ～ 11:45

午　後 千田岡大医師 岡大医師岡大医師 2:00 ～  4:00

泌尿器科
午　前 牧 牧 入江

入江

牧 牧 8:30 ～ 11:45

午　後 牧 牧 岡大医師 岡大医師 牧

皮膚科
午　前 片山 片山 片山 片山 片山

片山片山片山

川大医師

午　後 2:00 ～  4:30

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

9:00 ～ 11:45

2021年4月1日～

咽喉科 午　後 岡大医師 1:00 ～  3:30

眼　　科
午　前 岡大医師岡大医師 9:00 ～ 11:00

午　後

小児科
午　前 9:30 ～ 11:45
午　後

岡大医師
岡大医師 1:30 ～  4:30

開始時間未定

※予約制：内科、循環器内科、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。
※診察開始時間は 9 時からです。（外科・午前整形外科は除く）
※急患の方は、可能な限りお受けいたします。

※小児科が月曜日→木曜日に変更になります
※整形外科が金曜日→木曜日に変更になります

（ＴＥＬ） 0865-42-3211
（ＦＡＸ） 0865-42-5801


