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新年のご挨拶

ばん

　謹んで初春のお慶びを申し上げます。
　旧年中は周辺住民の方、職員など多くの皆様に支えられ、ケ
アリゾート金光の開所、新本館の本格的稼働、駐車場の整備等
が行われ、病院の設立60周年の節目も大過なく過ごせました。
心より御礼並びに感謝申し上げます。ありがとうございました。
　これで、ハードの面はかなり整備されたと思われます。今後
は、医療・介護の質を中心にソフトの面の向上に努めていき、周
辺住民の方への貢献に寄与していくのが当法人の役目だと
思っております。
　昨今、医療人の地域偏在、医師診療科の偏在による地方での医師・看護師の不足が問題に
なっており、新しく始まります新専門医制度もこの現象を助長するのではと心配されるところで
す。また、医師の働き方改革も議論されており、地域の救急医療にも、影響を及ぼしかねません。
　そのような状況でも、地域包括ケアシステムの中で、後方支援を担い、高次病院からの受け入
れにも対応し、患者さんや利用者さんが、元気で、ふたたび社会生活に戻れるよう、医療・介護に
職員全員で努力してまいります。
　本年も、ご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

　「汗は自分でかきましょう。手柄は人にあげましょう。」（竹下登）
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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

インフルエンザが流行しています。
手洗い、うがいをしっかりしましょう。

理事長・院長 難波 義夫

※ 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週月曜日の整形外科は、膝の症状の方のみお受け致します。           

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

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 前田 担当医 ～（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 川大医師 川大医師 川大医師 9:30 ～ 11:45

（第2水曜）～ 11:00
午　後 川大医師 2:00 ～  3:45

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

平成30年1月18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

２月より午後の受付終了時間が
変更となります
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　「ケアリゾート金光」がオープンし、はや半年
が経ちました。慣れないことの連続ですが、日々
利用者様から笑顔や元気をいただきながら「明
るく楽しい老健にしよう」を目標に職員一丸と
なって取り組んでいます。利用者様・ご家族様が
安心して任せることのできるサービスの提供、ま
た自分らしい生活を送っていただけるよう、想い
に寄り添った支援を続けてまいります。

老健だより院内リレー
　  インタビュー

Q1.どのようなお仕事をしていますか。
　病院薬剤師は入院患者様の薬（内服･外用･注射薬）を調剤
し、薬が効果を発揮しているか、副作用は起きていないか、などを
患者様のところへ行き、薬の説明をしながら確認しています。
　また高カロリー輸液や化学療法の薬剤の調整を行っています。

Q2.大学時代の思い出は何ですか。
　東京で1人暮らしをして、少ない仕送りでやり繰りしながら自炊をして、銭湯

に通ったり、友達の下宿に遊びに行ったりしたことです。夜明けまで語り明かしました。

Q3.趣味は何ですか。
　6歳から琴と三絃を習い続けてきました。今度、牧先生の尺八に合わせて演奏してみ
たいです。 

Q4.宝塚や大衆演劇をよく観にいかれるそうですが、その魅力を教えてください。
　演劇は夢があっていいですね。特に大衆演劇は公演後送り出しというものがあり、役者さ
んと直接話が出来たり、並んで写真を撮ってもらったりして身近に感じることが出来るところ
です。ごひいきの役者さんもいるんですよ。

Q5.いつもいい匂いがしますが、お気に入りの香水は何ですか。
　シャネル・チャンスです。劇団花吹雪の座長が使っていたので。

Q6.休みの日は何をしていますか。
　午前中は洗濯、掃除をし、午後からは韓流ドラマを見るのが楽しみです。
　お勧めはキム・サンスンやフルハウスです。時代劇も面白いです。

Q7.好きな俳優さんは誰ですか。
　今は佐藤健です。笑わないでください。「るろうに剣心」かっこよかったでしょう。「8年越しの花嫁」も観
に行きました。遥照山に撮影スポットがあるそうですよ。
　昔はジャンポール・ベルモントや田村正和が好きでした。

Q8.旅行によく行かれると聞きましたが、今まで行った中でどこがよかったですか。
　韓国には何回か行きました。映画のロケ地を回ったり、チマチョゴリを着て、付けまつげを生まれて初め
てつけて、記念写真を撮りました。あちらにも友達がいて案内してくれます。

Q9.いつも若々しい薬局長ですが、若さの秘訣は何ですか。
　何でも興味があるものは躊躇せずやってみることです。たとえば乗馬やスキューバ
ダイビングなど。

Q10.座右の銘は何ですか。
　ケセラセラ。（なるようになるさ。）

　姫路薬局長、どうもありがとうございました。次回は放射線科原田技師長のイ
ンタビューです。
　原田技師長に聞いておきたいご質問等あれば、ホームページのご意見･ご要
望からご連絡ください。

薬局　薬局長
姫路 洋子

I n t e r v i e w

●日時　平成30年2月22日（木）
　　　　14:30～15:30（開場14:00）
●講師　内科医師  菊本  陽子
●演題　『腎臓病について（予定）』
●場所　金光病院  新棟4階  研修室

健康教室のご案内

小児科のご案内

　当院小児科では一般診療に加え、予防接種や乳幼児健診も行っております。
　乳幼児健診では発育・発達や栄養状態を確認するため、身体計測や全身状
態のチェックを行います。病気の早期発見につながり、小児科医と直接話ができ
ることで育児の不安や悩みの緩和にもなります。予約は不要です。
　予防接種は予約制としておりますが、電話での問い合わせ・電話予約もできま
す。診察の際に予防接種の接種状況、種類や接種間隔スケジュールの相談も可能です。スケジュール通りに接
種できていない場合も、是非ご相談ください。

小児科医師　松田 奈央子、中西 裕美子

ケアリゾート金光　師長　渡邉 陽子
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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 前田 担当医 ～（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 川大医師 川大医師 川大医師 9:30 ～ 11:45

（第2水曜）～ 11:00
午　後 川大医師 2:00 ～  3:45

耳　鼻 午　前 岡大医師 9:00 ～ 11:45

平成30年1月18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

２月より午後の受付終了時間が
変更となります


