
サクッとふわっと！絶品かき揚げ♪
揚げた時にジャコの食感とさつま芋のホクホク感が絶妙なバランスです。
サクサク美味しいかき揚げ丼や、かき揚げうどんにもよく合います。シピ

❹

寒さが厳しい中、皆様いかがお過ごしでしょうか。患者様、来院の方々には外来正面玄関前が
工事の為、大変ご迷惑をお掛けしております。かわらばん春号発行の頃には、正面玄関も完成し
ていることと思います。完成した正面玄関を見学に、ぜひお越しいただければ幸いです。

編集
後記

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

ごあんない

＜材料＞    
さつま芋 ……… 中1/2本
ちりめんいりこ … 20ｇ
薄力粉 ………… 1/2カップ
冷水 …………… 1/2カップ 揚げ油 ………… 適量

塩 ……………… 少  々  

冬

平成29年4月から毎週金曜日午前、川崎医科大学附属病院より
リウマチ・膠原病の専門医による診療が開始となる予定です。

かわらばん

発行年月日／
平成29年2月16日

e-mail  konkou-hos@mx1.tiki.ne.jp
ＵＲＬ http://konkohp.jp/
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C o n t e n t s

新年のご挨拶

ばん

　新年あけましておめでとうございます。

　穏やかな３が日で始まった平成29年ですが、医療界は地域医療構

想の具体化で、病床の整理、在宅医療への推進等が進められていく

年でしょう。しかし、あくまでも地域医療構想は費用低減化が目的で

はなく、医療提供体制とニーズのミスマッチを整合する目的で行うべ

きものであると思います。戦後数十年間にわたり、野放し的に行われ

てきた医療行政の付けが回ってきたのでしょう。

　われわれ医療現場の人間は、原点に返り、患者さんに向き合った

医療を提供すべきでしょう。治療し治していく医療と生活を支える医

療を患者さんに寄り添いながら行っていく、医療とは「人間を診る」こ

とであってデータを分析することではなくEBMからNBMへ、いわゆる物語にもとづく医療の提供を考

えなければなりません。患者さんが求めているのは、体や心、そして自分の生活まで視野に入れて面倒

を見てくれる医療を求めていると思います。

　金光病院は今年創立60周年を迎えることが出来ました。これはひとえに代々病院を支えてくださった

諸先輩の職員の皆様、そして何より当院をご利用くださり信頼していただいた地域の皆様のおかげと感

謝いたしております。今後も「地域の健康と命を大切にします」の理念を守っていきたいと思っておりま

す。

　この4月より、介護老人保健施設を開き、新しい部門に挑戦いたします。最初は不慣れでご迷惑をおか

けいたしますが、急性期から慢性期まで幅広い医療介護を提供できればと思っています。この一年あた

たかいご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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金光病院　理事長・院長　難波 義夫

レ
＜作り方＞
①さつま芋は2ｃｍ程度の角切りにして5分程水 

にさらし、水気を拭いておく
②ボールに①のさつま芋、ジャコを入れ、薄力粉
（分量外）を加えて全体にまぶす。

③薄力粉1/2カップと冷水1/2カップを混ぜ合わ
せて衣を作り、②の材料を入れて混ぜ、ス
プーンなどを使って好みの大きさにすくいあ
げ、揚げ油の中に落とし、火が通るまで揚げ
る

④最後に上から塩をふって出来上がり
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冬レシピ、病院からのご案内　……………………………④
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院内リレー
　  インタビュー

Q1. 江添先生からの質問です。1番好きなアニメは何ですか？
　「バビル２世」と「ヤッターキング(ヤッターマン)」と「緑の陽だまり (山ねず
みロッキーチャック)」です。
Q2. 学生時代にしていたスポーツは何ですか？
　柔道です。高校のお世話になった化学の先生に、大学入学の時に勧められ
たのがきっかけです。高校の時はスタンハンセン、タイガージェットシンに
憧れていたのでプロレス同好会に隠れて入りました。

Q3.医者にならなかったら、何になっていたと思いますか？
　数学・物理関係。あと天文かな。
Q4.五味先生は星が好きとお聞きしましたが、星はいつから好きになりましたか？
　小学校5年生。このとき親に望遠鏡をねだって買ってもらいました。
Q5.なぜ星を好きになったのですか？
　小学校で星座盤を作ったのがきっかけです。今は、口径32㎝、長さ160㎝の
望遠鏡を持っていて、土星や木星を子供に見せたりすると喜んでくれます。
天文宇宙検定2級（菊本先生も同じものを持っておられます）、
星空宇宙天文検定1級を取得しています☆☆☆
Q6.現在、興味のあることは何ですか。
1．キットを買って、ラジオを作ること
2．ギリシャ神話
3．天皇家の歴史
4．むかしのアニメ、ヒーロー
Q7.奥様との出会いは何ですか？
　大阪の病院に20代後半に勤務していた時、同じ病院で知り合った事務員さんでした。
家内も同じ和歌山県出身です。
Q8.カラオケは何を歌いますか？
　アニメソング、懐メロです。
Q9.苦手な食べ物は何ですか？
　ゆで卵の黄身。あと、カニやエビの殻が皮膚に触れるとじんましんが出ます。
身だけだったら、大丈夫なんですが。
Q10.好きな格言は何ですか？
　「善行無轍迹」 (よくいくものは てっせきなし)　
　「轍迹」というのは「道路に残った車輪の跡」のことで「優れた行動をとる人は自分の功績をアピール
しない社会に貢献するにも、目立たない貢献をしている」という意味です。
Q11.新病院になっての意気込みは何ですか？
　「仏作って魂入れず」という言葉がありますが、「建物はいいけど中身はダメ」と言われないようにしたい
です。
Q12.次回のインタビューは誰にしますか？
　星つながりで菊本先生、お願いします。

　五味先生、どうも有難うございました。次回のインタビューは菊本先生です。菊本先生に聞きたいことが
あれば、ホームページのご意見・ご要望からご連絡下さい。

外科・肛門科
五味 慎也 先生

I n t e r v i e w
KAWARABAN

❸❷

臨床工学室C o m m e n t a r y

　こんな経験、ありませんか？

　一つでも当てはまる方は当院、内科・泌尿器科に相談してみて下さい。

　きっと悩みを解決できるはず…！

　当院臨床工学室では、上記のような症状の治療の手伝いもさせていただいております。

　治療を続けておられる患者様、こんにちは。マスクや機械の具合はいかがですか？ 

今月も受診お待ちしておりますね。

　この様に、治療に使う様々な医療機器を専門に扱っているのが

臨床工学室です。病棟、外来、人工透析室、手術室。人工呼吸器、

除細動器、人工透析装置、麻酔器、その他色々。

　だんだんと皆様とお会いする機会も増えてきております。

その際には何卒よろしくお願い致します。

　臨床工学室　野上英豊

●良く寝たはずなのに疲れがとれない…！　

●いびきがうるさいと言われる…！　

●寝ている時に
　息が止まっていると
　言われる…！

●夜中トイレに起きる回数が
　多くて悩んでいる…！

と

でいる ！
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●●昼なのに
　眠たくなる…！
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