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ケアリゾート金光（介護老人保健施設）が４月１日よりオープンしました。
地域の皆様や施設をご利用の皆様のご期待に応えられるように頑張ってまいります。

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
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C o n t e n t s

新年度にあたって

ばん

　穏やかな新年で始まりましたが、その後この地方では珍しく寒波が

襲って、少し奥のほうでは例年より多くの雪に見舞われたようです。ま

た、インフルエンザもことのほか長く続いていたようです。しかし、自然の

力はたいしたもので、次第に暖かくなり、春を告げる花 も々咲き、皆さん

も新しい生活が始まっていると思われます。

　当法人もいよいよ介護老人保健施設を開き新しいことに挑戦を始

めました。関係の職員は開所までいろいろ考え、これからも、利用者の

方々のお役にたつよう頑張っていくものと思います。ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。

　さて、本年度は当法人設立60周年を迎えました。昭和32年4月に開院して以来、病院に関わってくだ

さった多くの職員の皆様、また、当院を利用してくださった地域の皆様のおかげだと感謝しております。

岡山大学金光分院が閉院するにあたり、地域の有志の方々が出資して医療法人を立ち上げられ、そ

の意思を大事に受けつがれた先輩の方々に敬意を表

したいと思います。これからも、その意思を大切に受け

継いでいくのが、現職員、またこれからの職員の使命

だと思っております。今後とも、ご指導、ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いいたします。
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●ごあいさつ

｜

※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。

金光病院診察時間表
科 名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　科
循環器内科

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 石田
（リウマチのみ） 菊本 菊本 石田

（リウマチのみ）

担当医 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） 1:30 ～  4:30

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 江添 江添 前田 3:00 ～ ( 平日）5：00
～（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）5：00
～（土曜）4：00

皮膚科
午　前 岡大医師 岡大医師 岡大医師 9:30 ～ 11:45

午　後 岡大医師 2:00 ～  3:45

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

平成29年4月1日～5月31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

診療予約専用ダイヤル
   

（平　日） 8：30～17：00
（土曜日） 8：30～16：00

TEL 0865-42-3261 ワンコイン健診のお知らせ

詳細は院内掲示をご覧ください。

場所 金光病院  外来

※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。

日時 平成29年5月11日（木）
8時～12時
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基本理念
地域の人々の「健康」と「命」を大切にします。

基本方針

新設の御挨拶

１、入所希望

　2017年4月1日、介護老人保健施設である「ケアリゾート金光」がオープンしま
した。金光町初の老健施設です。
　地域医療構想に伴い、行政からの要望もあり、5～6年の構想、準備期間を経
て、今回の開設となりました。老健施設とは、病院と在宅との間に立つ「中間施
設」と位置付けられています。家庭への復帰を目指すために医師による医学的
管理の下、看護・介護といったケアはもとより、リハビリテーションや栄養管理、食

事、入浴などの日常サービスまで合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間
でも安心できる体制を整えています。当施設も、地域包括ケアの一角として、地域住民の方々のお役に立
てるようスタッフ一同力を合わせ、「明るく楽しい施設」を目指して頑張って行きたいと思っています。

　この度「ケアリゾート金光」（介護老人保健施設）が、H29年4月1日よりオープンする事となりま
した。他とは違った個性を持つ施設を目指しており、「ケアリゾート」の名として、身体のみならず心
も癒やせる施設となれます様に職員一丸となって努めさせていただきたく思います。よろしくお願
い致します。

ケアリゾート金光 施設長　江添　弘

　当施設は個室８室・多床室11室の入所定員50名の介護老人保健施設です。
　施設長のお考えにそって明るく楽しい老人保健施設として、一人一人の利用
者様やご家族様に寄り添い、心身共にケアさせていただけるよう職員一丸となり
務めさせて頂きます。また、当施設では通所リハビリテーションの運営も行ってお
り、金光病院居宅介護支援事業所、その他の施設等との連携を深め、在宅へ

復帰されてもできる限り住み慣れた地域・場所で生活が営める様お役に立ちたいと思っております。

ケアリゾート金光　介護事務部　事務長　三宅　大輔

１、 利用者様・ご家族様の人権と意思を尊重し、チームケアを基本として最適な
　　介護・医療を提供します。 
２、 利用者様・ご家族様のため在宅復帰支援を行います。 
３、 常に研鑽に励み、安心・安全な看護・介護を提供します。
４、 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。
５、 地域の皆様や、周辺医療機関・施設との連携を推進します。 ●老健窓口（見学）及び電話相談にてお受け致します。

　TEL.０８６５-４２-３３９０
  （ご本人・ご家族様、担当ケアマネジャー等、からの相談）
●介護保険認定の有無（要介護度1～5）
● 施設見学や利用に当たっての説明。

２、説明・
    申し込み

●来所していただき、（ご本人・ご家族様）対応させていただきます。
●基本情報を確認させていただきます。（入所申込書を参考）
●入所申込書を提出して頂いた時点で申し込み完了となります。

３、入所判定
    会議

●各職種による会議を実施させていただきます。
●入所判定　

４、面　接
●ご本人・ご家族様、担当ケアマネジャー等と面接させて
　いただきます。
  （要望や目標、身体状況、住環境についての確認）

５、ご契約

６、入　所

●契約及びサービス内容の確認とサインを
　していただきます。

●ご不明な点がございましたら
　（TEL.０８６５-４２-３３９０）まで、
  お気軽にご連絡ください。

お申し込み、入所案内

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

ケアリゾート金光
（介護老人保健施設）
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個室、多床室（２部屋・4人部屋）

リビングスペース

浴　室

　居室は、個室・多床室（２人部屋・４人部屋）を完備。（個室はテレビ付）
　ご利用者様の生活リズムに合わせた、安全で安心できる生活環境をご提供します。
　２人部屋・４人部屋には、プライバシーも配慮した間仕切り家具を設置、個人の生活空間は、しっかりと
確保されています。
　広々とした談話室兼食堂、ちょっとした落ち着けるリビングスペースも作りました。
　又、窓の外を眺めると、四季折々の景色を感じることができ、春には里見川の桜並木が一望できます。
　入浴については、ご利用者様の身体状況に対応出来る
リフトや特殊浴槽等、入浴設備を完備、スタッフによる支援
を交え、安全で安心できる入浴を提供させていただきます。

ケアリゾート金光料金表 ケアリゾート金光施設紹介

ケアリゾート金光（介護老人保健施設）　

短期入所療養介護
（朝：380円　昼：550 夕：450円）

（茶道、書道、華道、調理等クラブ活動、編み物、木工、陶芸など）
※その他ご利用者様の状況に応じて別途加算料金を頂きます。

 食事代

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

１日

３００円

３９０円

６５０円

１，３８０円

（朝：380円　昼：550 夕：450円）

＜その他の料金について＞

・個室料金  

・その他日常生活費  

・娯楽費用  
・電気代 
（持ち込み電化製品） 

・クラブ活動 
　参加される方のみ 

1日につき　　500円   
   
1日につき　　160円   
   
1日につき　　100円   
   
1日1器具につき　50円   
   
1ヶ月　　1,200円以内   
   

＜居住費＞

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

４９０円
０円

４９０円
３７０円

１，３１０円
３７０円

１，６４０円
３７０円

＜基本料金＞
要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

５７５（1，150）/日
６０８（1，216）/日
７１６（1，432）/日
７６２（1，524）/日
７５０（1，500）/日
８２３（1，646）/日
７９５（1，590）/日
８７１（1，742）/日
８５６（１，712）/日
９３２（1，864）/日
９０８（1，816）/日
９８３（1，966）/日
９５９（1，918）/日

1，036（2，072）/日

＜業者に直接支払う料金＞

・理容、美容代　　実費      
・私物洗濯　実費   
（業者洗濯を頼まれない方は含まれない）   

・ＣＳセット　　実費      

＜基本料金＞

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

６９５（１、３９０）／日 
７６８（１，５３６）／日 
７４０（１，４８０）／日 
８１６（１，６３２）／日 
８０１（１，６０２）／日 
８７７（１，７５４）／日 
８５３（１，７０６）／日 
９２８（１，８５６）／日 
９０４（１，８０８）／日 
９８１（１，９６２）／日 

＜その他の料金について＞
・個室料金  

・その他日常生活費  

・娯楽費用  
・電気代 
（持ち込み電化製品） 

・クラブ活動 
　参加される方のみ 
（茶道、書道、華道、調理等クラブ活動、編み物、木工、陶芸など）

1日につき　　500円   
   
1日につき　　160円   
   
1日につき　　100円   
   
1日1器具につき　50円   
   
1ヶ月　　1，200円以内   
   

＜居住費＞
＜業者に直接支払う料金＞第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

食事代

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

１日

３００円

３９０円

６５０円

１，３８０円

・理容、美容代　　実費      
・私物洗濯　実費   
（業者洗濯を頼まれない方は含まれない）   

・ＣＳセット　　実費      

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

４９０円
０円

４９０円
３７０円

１，３１０円
３７０円

１，６４０円
３７０円
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個室、多床室（２部屋・4人部屋）

リビングスペース

浴　室

　居室は、個室・多床室（２人部屋・４人部屋）を完備。（個室はテレビ付）
　ご利用者様の生活リズムに合わせた、安全で安心できる生活環境をご提供します。
　２人部屋・４人部屋には、プライバシーも配慮した間仕切り家具を設置、個人の生活空間は、しっかりと
確保されています。
　広々とした談話室兼食堂、ちょっとした落ち着けるリビングスペースも作りました。
　又、窓の外を眺めると、四季折々の景色を感じることができ、春には里見川の桜並木が一望できます。
　入浴については、ご利用者様の身体状況に対応出来る
リフトや特殊浴槽等、入浴設備を完備、スタッフによる支援
を交え、安全で安心できる入浴を提供させていただきます。

ケアリゾート金光料金表 ケアリゾート金光施設紹介

ケアリゾート金光（介護老人保健施設）　

短期入所療養介護
（朝：380円　昼：550 夕：450円）

（茶道、書道、華道、調理等クラブ活動、編み物、木工、陶芸など）
※その他ご利用者様の状況に応じて別途加算料金を頂きます。

 食事代

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

１日

３００円

３９０円

６５０円

１，３８０円

（朝：380円　昼：550 夕：450円）

＜その他の料金について＞

・個室料金  

・その他日常生活費  

・娯楽費用  
・電気代 
（持ち込み電化製品） 

・クラブ活動 
　参加される方のみ 

1日につき　　500円   
   
1日につき　　160円   
   
1日につき　　100円   
   
1日1器具につき　50円   
   
1ヶ月　　1,200円以内   
   

＜居住費＞

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

４９０円
０円

４９０円
３７０円

１，３１０円
３７０円

１，６４０円
３７０円

＜基本料金＞
要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

５７５（1，150）/日
６０８（1，216）/日
７１６（1，432）/日
７６２（1，524）/日
７５０（1，500）/日
８２３（1，646）/日
７９５（1，590）/日
８７１（1，742）/日
８５６（１，712）/日
９３２（1，864）/日
９０８（1，816）/日
９８３（1，966）/日
９５９（1，918）/日

1，036（2，072）/日

＜業者に直接支払う料金＞

・理容、美容代　　実費      
・私物洗濯　実費   
（業者洗濯を頼まれない方は含まれない）   

・ＣＳセット　　実費      

＜基本料金＞

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

６９５（１、３９０）／日 
７６８（１，５３６）／日 
７４０（１，４８０）／日 
８１６（１，６３２）／日 
８０１（１，６０２）／日 
８７７（１，７５４）／日 
８５３（１，７０６）／日 
９２８（１，８５６）／日 
９０４（１，８０８）／日 
９８１（１，９６２）／日 

＜その他の料金について＞
・個室料金  

・その他日常生活費  

・娯楽費用  
・電気代 
（持ち込み電化製品） 

・クラブ活動 
　参加される方のみ 
（茶道、書道、華道、調理等クラブ活動、編み物、木工、陶芸など）

1日につき　　500円   
   
1日につき　　160円   
   
1日につき　　100円   
   
1日1器具につき　50円   
   
1ヶ月　　1，200円以内   
   

＜居住費＞
＜業者に直接支払う料金＞第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

食事代

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

１日

３００円

３９０円

６５０円

１，３８０円

・理容、美容代　　実費      
・私物洗濯　実費   
（業者洗濯を頼まれない方は含まれない）   

・ＣＳセット　　実費      

個室
多床室
個室

多床室
個室

多床室
個室

多床室

４９０円
０円

４９０円
３７０円

１，３１０円
３７０円

１，６４０円
３７０円
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院内リレー
　  インタビュー

Q1. 医者になろうと思ったきっかけは？
　最初は出版社に勤めていましたが、腎臓の病気を患ってそのときに
治療していただいた主治医の方にあこがれて医者になろうと思いました。
Q2. なぜ内科医を選びましたか？
　産婦人科と悩みましたが、慢性の病気の患者様と長くお付き合いして
いくほうが自分に合っていると思い内科を選びました。
Q3.医者になっていなかったら何の職業に就いていましたか？

　　　　　　　　　　　　 宇宙飛行士になりたかったです。
Q4.大学時代の一番の思いでは？
　同じ軽音部で今のパートナー（夫）と出会った事です。それと、国家試験が終わって一泊二日の
打ち上げ旅行（クラスの8～9割）に行った事。あの解放感は一生忘れられません！！
Q5.大学時代何か部活動はしていましたか？
　中学校では剣道部、高校ではソフトボール部、大学では軽音部に入っていました。
Q6.学生時代に熱中していたことはありますか？
　バンドに熱中していました。
Q7.好きな音楽（曲・歌手など）は？
　ジャンルはロックとジャズフュージョンです。バンドはエクストリームです。（マニアックですが・・・・。）
小学校から高校まではピアノをしていて、大学ではベースをしていました。
Q8.休日は何をされていますか？
　英会話のレッスンやジムで運動しています。家ではたまった家事をこなしています。
Q9.リラックス法はありますか？
　お風呂に入ってストレッチをすることです。
Q10.趣味は何ですか？
　星や鳥を観ることも好きですが一番の趣味は音楽（ベース）をすることと、聞くことです。
あと、スポーツをテレビで応援することです。何でも観ます！！
Q11.いつも元気ですが、秘訣はありますか？
　毎日満足いくまでチョコレートを食べることです。
Q12.動物になれるなら何になりたいですか？
　大きめの鳥かイルカになりたいです。
Q13.星が好きだとお聞きしましたがきっかけは・・・・？
　宇宙戦艦ヤマトというアニメを見て好きになりました。
小学生のころから星が好きで、望遠鏡を買ってもらい星を観ていました。
Q14.自分の性格は？
　基本は明るいです。せっかちや計画性が無い、AB型なので二重人格、実は腹黒い（笑）などなどです。
Q15.患者様に接する時に気をつけていることはありますか？
　病気や結果の説明をなるべくわかりやすいように要点をしぼって患者様に伝える事です。
また、質問をしてもらいやすい雰囲気でお話をするように心がけています。
Q16.新棟になっての意気込みを教えてください。
　病院の見た目に診療が負けないように頑張ります！！
Q17.次回のインタビューはどなたにされますか？
　私の敬愛する小川先生にお願いします。

内科
菊本 陽子 先生

I n t e r v i e w

　同じ軽音部で今のパートナー（夫）と出会った事です。それと、国家試験が終わって一泊二日の

あと、スポーツをテレビで応援することです。何でも観ます！！

　ジャンルはロックとジャズフュージョンです。バンドはエクストリームです。（マニアックですが・・・・。）

私たち病棟看護補助者は、1階5人、2階8人、3階5人の計18人です。
私たち看護補助者は、看護師の指示の元で、主に、患者様のお手伝いをさせて頂いています。
日頃、私たちが、どんな仕事をしているのか、少し紹介させて頂きます。

●食事介助
●オシメ交換
●シーツ交換
●退院片付け
●環境整備

●入浴介助
●洗たく
●レンタル用品の補充
●配茶

配茶は、患者様に合わせて、
トロミの付いたお茶や、
白湯も配っています。

レンタルのパジャマやタオル、
オシメが、たらなくならないように
毎日、補充しています。

次に入院される
患者様のために
素早くキレイに
片付けます。

配膳や下膳も
やってます。

その他いろいろ…

少ない人数で、たくさんの仕事を
みんなで協力しながら
毎日頑張っています。

1F

3F

2F

病棟看護補助者

清拭タオルの
洗たくや、
使用済みの
レンタル用品や
シーツの回収も
やっています。
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内科
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私たち病棟看護補助者は、1階5人、2階8人、3階5人の計18人です。
私たち看護補助者は、看護師の指示の元で、主に、患者様のお手伝いをさせて頂いています。
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●環境整備
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●配茶

配茶は、患者様に合わせて、
トロミの付いたお茶や、
白湯も配っています。

レンタルのパジャマやタオル、
オシメが、たらなくならないように
毎日、補充しています。

次に入院される
患者様のために
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やってます。

その他いろいろ…

少ない人数で、たくさんの仕事を
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3F
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1F

次に入院される
患者様のために
素早くキレイに
片付けます。

少ない人数で、たくさんの仕事を
みんなで協力しながら
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病棟看護補助者

清拭タオルの
洗たくや、
使用済みの
レンタル用品や
シーツの回収も
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ケアリゾート金光（介護老人保健施設）が４月１日よりオープンしました。
地域の皆様や施設をご利用の皆様のご期待に応えられるように頑張ってまいります。

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

かわらばん

発行年月日／
平成29年4月28日

e-mail 
 

konkou-hos@mx1.tiki.ne.jp
ＵＲＬ

 
http://konkohp.jp/

Vol87

かわらばん
金光病院だより

C o n t e n t s

新年度にあたって

　穏やかな新年で始まりましたが、その後この地方では珍しく寒波が

襲って、少し奥のほうでは例年より多くの雪に見舞われたようです。ま

た、インフルエンザもことのほか長く続いていたようです。しかし、自然の

力はたいしたもので、次第に暖かくなり、春を告げる花 も々咲き、皆さん

も新しい生活が始まっていると思われます。

　当法人もいよいよ介護老人保健施設を開き新しいことに挑戦を始

めました。関係の職員は開所までいろいろ考え、これからも、利用者の

方々のお役にたつよう頑張っていくものと思います。ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。

　さて、本年度は当法人設立60周年を迎えました。昭和32年4月に開院して以来、病院に関わってくだ

さった多くの職員の皆様、また、当院を利用してくださった地域の皆様のおかげだと感謝しております。

岡山大学金光分院が閉院するにあたり、地域の有志の方々が出資して医療法人を立ち上げられ、そ

の意思を大事に受けつがれた先輩の方々に敬意を表

したいと思います。これからも、その意思を大切に受け

継いでいくのが、現職員、またこれからの職員の使命

だと思っております。今後とも、ご指導、ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いいたします。

春号

K
A
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N

❶

医療法人社団同仁会　理事長　難波 義夫

理事長ごあいさつ …………………………………………①
老健のご案内 　 …………………………………………②～⑤
院内リレーインタビュー　……………………………………⑥
部署紹介　………………………………………………………⑦
診察時間表　……………………………………………………⑧

●ごあいさつ

｜

※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。

金光病院診察時間表
科 名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　科
循環器内科

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 石田
（リウマチのみ） 菊本 菊本 石田

（リウマチのみ）

担当医 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） 1:30 ～  4:30

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 江添 江添 前田 3:00 ～ ( 平日）5：00
～（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）5：00
～（土曜）4：00

皮膚科
午　前 岡大医師 岡大医師 岡大医師 9:30 ～ 11:45

午　後 岡大医師 2:00 ～  3:45

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

平成29年4月1日～5月31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

診療予約専用ダイヤル
   

（平　日） 8：30～17：00
（土曜日） 8：30～16：00

TEL 0865-42-3261 ワンコイン健診のお知らせ

詳細は院内掲示をご覧ください。

場所 金光病院  外来

※予約変更・キャンセルもお電話でお受けいたします。

日時 平成29年5月11日（木）
8時～12時


