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新年度にあたり

　新しい年度、平成20年度が始まりました。

４月からは医療制度も変わり、後期高齢者医

療、特定健診・特定保健指導等新しい制度が始

まり、いろいろ物議を醸しているようです。後

期高齢者医療は診療所の先生方が主でありま

すが、特定健診・特定保健指導は当院でも対応

できるようになっており、ご利用ください。

　さて、平成19年度は、日本医療機能評価機構の更新審査を10月に受け、本年2月に審査にパスし、

Ver．5の認定を戴きました。

　また、昨年は金光病院の創立50周年にあたり、記念行事として、記念誌の発行、岡山大学、川崎医

大、高知大学の先生、日ごろ当院にご協力いただいている地域の医療機関、福祉施設の方々、病院の

役員、旧職員の方々をお招きし、2月24日に倉敷国際ホテルで記念式典・祝賀会をおこない、理事長

は挨拶のなかで残念ながらいずれも故人になられていますが前理事長柴田政男先生と前事務長吉田英

夫氏の業績を称えられました。また、最初に地域のために医療法人を立ち上げ、出資された方々に敬

意を表したいと思います。最後に3月16日には地域の皆さんを対象にエッセイストの海老名香葉子さ

んを講師にお招きし、浅口市金光公民館で記念講演会を行い、約450名の方々が集まってくださり、

盛会に終えることができました。ありがとうございました。

　以上のように昨年度は金光病院にとって大きな節目の年であり、何とか皆さんのご協力で、乗り切

ることができ、感謝しております。医療制度の改革では、一向に日本の医療の明るい前途は見えてお

らず、きびしい日々が続くと思われますが、なんとか、徳俵で踏ん張りながら本年度も努力していき

たいと思っております。

発行年月日／
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1．外来患者数　(延べ人数)
年　　間 1日あたり

平成17年度 76,619人 (初診10,602人) 258.8人
平成18年度 77,984人 (初診10,665人) 261.6人
平成19年度 79,424人 (初診10,823人) 269.2人

2．科別外来患者数(延べ人数)

診療科 平成17年度 平成18年度 平成19年度
人数 人数 人数

内科・リウマチ科 24,903人 23,785人 23,224人
透析 8,418人 8,604人 8,737人
外科・肛門科 12,786人 12,740人 14,943人
整形外科 4,457人 4,982人 4,957人
泌尿器科 6,990人 8,414人 8,767人
皮膚科 16,342人 16,588人 15,939人
眼科 1,367人 1,254人 1,142人
耳鼻咽頭科 1,103人 1,271人 1,373人
小児科 253人 346人 342人
合計 76,619人 77,984人 79,424人

4．平均在院日数
全体 １F ２F 亜急性期 療養病床

平成17年度 28.4日 18.4日 17.6日 42.4日 121.2日
平成18年度 29.3日 18.0日 19.0日 42.8日 117.2日
平成19年度 29.4日 16.4日 19.4日 36.0日 169.8日

5．1日平均入院患者数(医療法)および病床利用率
１F ２F ３F 合計

平成17年度 35.1人 36人 40.1人 111.2人
70.2% 73.0% 85.3% 76.0%

平成18年度 36.9人 36.1人 36.7人 109.8人
73.9% 72.2% 78.1% 74.7%

平成19年度 35.4人 37.4人 38.4人 111.2人
70.8% 74.8% 81.7% 75.6%

6．科別入院患者(延べ人数) 7．救急車搬入患者数

診療科 平成17年度 平成18年度 平成19年度 年間 1か月あたり
人数 人数 人数 平成17年度 367人 30.6人

内科・リウマチ科 20,642人 22,415人 23,554人 平成18年度 432人 36.0人
透析 1,007人 895人 530人 平成19年度 452人 37.7人
外科・肛門科 6,930人 8,631人 11,213人
整形外科 6,226人 6,965人 5,200人 8．休日・時間外患者数
泌尿器科 1,878人 1,568人 1,461人 外来 入院
皮膚科 157人 203人 106人 平成17年度 1,448人/年 130人/年
耳鼻咽喉科 10人 120.6人/月 10.8人/月
介護型療養病棟 5,291人 816人※ 平成18年度 1,307人/年 128人/年
合計 42,131人 41,493人 42,074人 108.9人/月 10.7人/月

※平成18年4月～6月分(以降廃止) 平成19年度 1,412人/年 124人/年
117.7人/月 10.3人/月

3．入院患者数(延べ人数)
年間

平成17年度 42,131人
平成18年度 41,493人
平成19年度 42,074人
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13．年間主要検査数
平成17年度 平成18年度 平成19年度

食道・胃レントゲン検査 62件 51件 54件
注腸レントゲン検査 98件 68件 41件
胃カメラ 783件 730件 753件
大腸カメラ 341件 347件 352件
超音波検査 1,018件 1,071件 1,012件
CT検査 2,561件 2,209件 2,577件
MRI検査 79件 590件 645件
膀胱尿道鏡検査 300件 327件 335件
前立腺生検 57件 58件 37件

14．年間手術件数および麻酔件数（手術室を使用した手術・検査について）平成19年度
全身麻酔 腰椎麻酔 局所麻酔 その他 合計

外科 66件 47件 10件 0件 123件
泌尿器科 8件 109件 3件 1件 121件
整形外科 5件 64件 27件 6件 102件
内科 0件 0件 6件 0件 6件
皮膚科 0件 0件 0件 0件 0件
合計 79件 220件 46件 7件 352件

17．再入院
平成17年度 9.2%
平成18年度 7.1%
平成19年度 10.7%

16．各種指導件数
平成17年度 平成18年度 平成19年度

薬 剤 情 報 提 供 14,115件 8,590件 17件
薬 剤 管 理 指 導 3,857件 4,425件 4,810件
処 方 箋 発 行 量 22,034件 45,640件

食事指導 外来 37件 30件 30件
入院 517件 643件 532件

平成18年10月より院外処方

15．その他
平成17年度 平成18年度 平成19年度

胃瘻造設 9件 18件 9件
大腸ポリープ内視鏡切除 80件 57件 50件
大腸内視鏡的粘膜切除 2件 16件 17件
胃ポリープ内視鏡的切除 3件 5件 2件
胃内視鏡的粘膜切除 1件 2件 1件 18．入院患者褥瘡発生率

平成17年度 2.0%
平成18年度 4.0%
平成19年度 4.2%

19．院内感染率
平成17年度 0.82%
平成18年度 0.52%
平成19年度 2.01%

10．逆紹介率
平成17年度 11.6%
平成18年度 7.9%
平成19年度 7.7%

12．訪問リハビリテーション利用者数
(平成18年8月より開始)
平成18年度 4人/月
平成19年度 4人/月

9．紹介率
平成17年度 12.1%
平成18年度 16.8%
平成19年度 16.4%

11．通所リハビリテーション利用者数

平成17年度 4,725人/年
16.0人/日

平成18年度 4,912人/年
16.5人/日

平成19年度 4,859人/年
16.1人/日
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看護師　安藤　淳子
　平成20年3月8日（土）当院多目的ホールにて、平成19年度看護フェアが開催されました。78
名の方が来場して下さり、盛況に終えることが出来ました。また、毎年恒例のバザーでは、
46,500円の収益金があり、山陽新聞社会事業団へ寄付することが出来ました。御協力ありがと
うございました。
　今回の看護フェアでは、近頃よく耳にするようになったメタボリックシンドロームに、地
域の方々が少しでも関心を寄せ、日常生活や食生活を見直すきっかけになればとの思いか
ら、「メタボリックシンドロームってなんだ？」をテーマに行いました。腹部エコー検査は
40～50名の方が受けられ、その他には活力年齢測定（活齢くん）、血液検査、腹囲測定、足裏診
断ともにたくさんの方々が検査を受けて下さいました。
　朝早くから大勢の方が来て下さいましたが、待って頂くこともあり、検査後にゆっくりと
話をする時間が取れなかったことが心残りです。今後も看護フェアを通して地域の方々と関
わり、お役に立てていければと思っております。

平成 19 年度看護フェア
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　平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、この法律を根拠とし
て、「特定健康診査」および「特定保健指導」の制度が新たにスタートしました。
　特定健康診査は、別名“メタボ健診”とも呼ばれ、メタボリックシンドローム該当者および
予備群に対して生活指導を行い、生活習慣病の発症の予防を目的とした健康診査です。
　健診の対象者は、40～74歳の被保険者および被扶養者です。特定健診の結果により、すべ
ての人に「情報提供」が行われ、さらに、生活習慣の改善の必要性に応じて対象者を階層化
し、「動機付け支援」、「積極的支援」等の保健指導が行われます。対象者に、健診結果から
自らの身体状態を認識してもらうとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を
持ってもらうよう、医師・保健師・管理栄養士らが様々な働きかけやアドバイスを行います。
　当院でも、「特定健康診査」および「特定保健指導」を実施します。
　医療保険者（国民健康保険・健康保険・共済組合など）より「特定健康診査受診券」および
保健指導の対象者には、特定保健指導利用券が送付されます。健診及び保健指導を受けに行
く際、保険証と受診券及び利用券を併せて持参し、受付窓口で提示してください。
　ただし、医療保険者が契約を結んでいる医療機関及び健診機関で受診してください。

特定健康診査を受診する方へのお願い

★食事の摂取について
　健診を実施する場合は、血糖値等の検査結果に影響を及ぼすため、健診前10時間以上

は、水以外の飲食物を摂取しないでください。
★その他
　アルコールの摂取や激しい運動は、健診の前日は控えてください。

※当院の利用時間
　特定健康診査　　　

　特定保健指導　　電話にて受け付けております。　（予約が必要です）

特定健診・特定保健指導
が始まりました

月曜日～金曜日　AM 8：30～11：00　　PM1：30～4：00
土曜日　　　　  AM 8：30～11：00　　PM1：30～3：00
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入所年月日 ２月１日
所 属 部 署 １階（看護師）
星 座 しし座
血 液 型 Ａ型
趣 味 好きな音楽を聴きながら車

の運転をすること
好きな言葉 ありがとう
尊敬する人（人物） 母
週末(freeな日)は何をしていますか？

子供と遊ぶ
今後の抱負

早く業務を覚え、スタッフの一員と
して働けるようになりたいです。

理　想　像
病棟の先輩方

入所年月日 ３月１日
所 属 部 署 通所リハビリ

（作業療法士）
星 座 おひつじ座
血 液 型 Ａ型
趣 味 読書
好きな言葉 “バランス”
尊敬する人（人物） 恩師ご夫妻
週末(freeな日)は何をしていますか？

掃除、買い物
今後の抱負

利用者の方の笑顔を増やしたい。
理　想　像

信念を持ち生きる。

入所年月日 ４月１日
所 属 部 署 ２階（看護師）
星 座 しし座
血 液 型 Ｏ型
趣 味 ささやかな花作り。今年は

トマト、キュウリを植えて
みる予定。

好きな言葉 成せば成る
成さねば成らぬ　何事も

尊敬する人（人物） なし
週末(freeな日)は何をしていますか？

朝寝坊
今後の抱負

早く病院に慣れて仕事ができるよう
に頑張りたいと思いますのでよろし
くお願いします。

理　想　像
なし

入所年月日 ２月１２日
所 属 部 署 １階（看護助手）
星 座 さそり座
血 液 型 Ｏ型
趣 味 メール
好きな言葉 笑顔
尊敬する人（人物） なし
週末(freeな日)は何をしていますか？

家事＆ゴロゴロ＆子供サービス
今後の抱負

『今の自分に出来ること』を頑張り
たい。

理　想　像
私らしく成長したい。

入所年月日 ３月２４日
所 属 部 署 検査室

（臨床検査技師）
星 座 おとめ座
血 液 型 Ａ型
趣 味 音楽鑑賞
好きな言葉 一期一会
尊敬する人（人物） 祖母
週末(freeな日)は何をしていますか？

買い物
今後の抱負

早く正確な技術を身につけたいと思
います。

理　想　像
いつも笑顔を絶やさない人

入所年月日 ２月１２日
所 属 部 署 透析室・中材

（看護助手）
星 座 うお座
血 液 型 Ｂ型
趣 味 旅行、何か作る事
好きな言葉 しあわせはいつもじぶんの

こころがきめる
尊敬する人（人物） なし
週末(freeな日)は何をしていますか？

おいしいものを食べに行くか家で
まったりする。

今後の抱負
いてくれて助かったと思ってもらえ
る様に頑張ります。

理　想　像
毎年咲く桜を見て充実した心でいら
れるようにありたい

入所年月日 ３月２４日
所 属 部 署 事務部

（社会福祉士）
星 座 いて座
血 液 型 Ａ型
趣 味 ド ラ イ ブ 、 音 楽 鑑 賞 、

shopping
好きな言葉 「ありがとう」
尊敬する人（人物） 大学時代のゼミの先生、

倉敷リハビリテーション
病院の社会福祉士

週末(freeな日)は何をしていますか？
ドライブ、shopping

今後の抱負
常に患者や家族の立場にたつことを
忘れず「この人がいて良かった」と
言っていただけるような社会福祉士
になりたいです。

理　想　像
光森さんのような社会福祉士になり
たいです。
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山本　友子　３月１５日　　平松　諭理枝　３月３１日
佐藤　馨　　３月３１日　　田中　優子　　３月３１日
竹内　律恵　３月３１日　　佐藤　千佳子　３月３１日

退職者
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　桜の季節も終わり、薫風の候ではありますが、日本はどうなるのでしょうか？

グローバリゼイションが進み、世界全体の流れを考えなければならないのに、日

本の政界の指導者たちは、内向きのことに時間を割いていていいのですか？みん

なが主張ばかり言っていて世の中良くなりますか？貧困国では飢えている人が

いっぱいいるのに、メタボを国中で騒いでいていいのですか？中国の食品問題よ

り、国内の食品の安全は確かですか？薬害の問題は本当にもうでてきませんか？

厚労省よ、検証に自信ありますか？なんとか若い人たちが夢を持てる世の中に早

くしてほしいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y 生）

　文字のサイズを三段階（標準・大・特大）に分け、色合いも優しく、患者様に見やすいホー
ムページといたしました。
　常勤医や診療科のご紹介をはじめ、ためになる健康教室など、患者様に知っていただ
きたい金光病院情報を発信するため、内容を充実いたしました。
　この４月から始まった特定健診・特定保健指導についても、メタボリックシンドロー
ム予防に努めるため、健診内容を詳しく説明
しています。
　患者様に知っていただきたい情報をホーム
ページから積極的に発信してまいりたいと
思っていますので、皆様のご意見・ご要望を
事務部（担当：坪井）までお寄せください。
　これからも金光病院をよろしくお願いいた
します。

ホームページを
　　　　リニューアルいたしました。
ホームページを
　　　　リニューアルいたしました。

是非一度、金光病院の
「ホームページ」をご覧に
なってください。

http://konko-hos.jp/
金光病院ホームページアドレス
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この度、広報委員のメンバーを一新しました！
このかわらばんを発行する作業がこんなに大変な
ものとは・・・身をもって感じました。今後もみ
なさまに楽しんで読んでもらえるよう頑張ります
のでよろしくお願いします☆


