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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

　朝晩、めっきり涼しくなって参りました。読書の秋、スポーツの秋、
食欲の秋。皆さんは、どの秋を堪能されていますか。

編集
後記

インフルエンザ
予防接種について

●インフルエンザはどんな病気？
　インフルエンザウィルスが引き起こ
す感染症で、感染経路は飛沫感染
（咳・くしゃみ）と接触感染（患者の痰
や唾液など）があります。症状は急激
で高度の発熱、頭痛、腰痛、筋肉痛な
どがあります。

　治療は発症初期（48時間以内）に抗インフルエンザ
薬の投与、解熱剤などの対症療法を行います。
　●インフルエンザの予防接種は何のために
　するの？
　インフルエンザの予防の基本は手洗い・うがいなどの
消毒とワクチン接種です。
　インフルエンザの予防接種は、「インフルエンザにか

ことばのリハビリについて
お子さまのことばについて
「さかな」が「たかな」になる・・・
周りの子とうまくしゃべれない・・・
ことばがはっきりしない・・・
など心配事はありませんか？
　当院では、発音が上手に出来ない
お子さんや、ことばやコミュニケーションに関する成長に
不安があるお子さんの言語療法を、小児科や耳鼻科の
医師と連携を取りながら3名の言語聴覚士で行っています。

　言語療法は、初回の診察で医師がお子さんの状態や症状を確認して、リハビリの必要性を判断し開始
されます。
　当院では、小児科診察・言語療法開始前に、現在のご家族の不安や困りごと、お子さんの状態を言
語聴覚士とご家族で共有し、診察後の言語療法にスムーズにつなげていけるよう、初回の診察前にリハ
ビリ相談を行うようにしています。
　リハビリ相談では事前に連絡を頂き、言語聴覚士がお話を伺います。

　詳細につきましては、金光病院ホ―ムページ内（→小児の言語療法を希望される方へ）をご覧ください。
そのほか、成人の失語症や嚥下障害についても対応しております。
　不安なことや相談したいことがございましたら、言語聴覚士までお気軽にご相談ください。
　　　　　　　TEL．0865－42－3199 （日曜日・祝日を除く  ８：30～17：00）
　年末年始・学会出張・患者さんの治療中の場合は、こちらから折り返しお電話させていただきます。

浅口市は65歳以上（又は心臓・腎臓・呼吸器機能障害で障害手帳1級を持つ60歳以上65歳未満）の方は
1,500円です。（令和1年10月1日～令和2年1月31日に予防接種を受けた方が対象です)
※生活保護世帯の方は、事前申請で自己負担が免除されます。市役所にお問い合わせください。

　秋が深まり、冬が近づくと、毎年気になるのがイン
フルエンザです。昨年はワクチンが品薄となり、予防
接種が遅れたという方もいらっしゃいました。早めに
予防接種をしましょう。

からないようにするため」だけでなく、「インフルエンザ
にかかっても重症化しないようにするため」に行います。
また、「自分がかかったインフルエンザを他人に感染さ
せないため」にも、予防接種を行いましょう。
　当院職員は、自分と患者様をインフルエンザから守
るため、原則全員インフルエンザの予防接種を行いま
す！
　●何回必要？何か月有効
　インフルエンザのワクチンは、年齢によって接種回数
が違います。
　13歳未満は2回接種が望ましいとされています。1回
目から4週間空けて2回目を接種しましょう。
　免疫ができるのは接種後約2週間、ワクチンの効果は
5か月程度と言われています。
　●市町村ごとに高齢者の
　インフルエンザ予防接種の助成があります！
　インフルエンザの予防接種の費用は、各医療機関で
異なります。
　ただし、市町村ごとに高齢者
の方は定額でインフルエンザ
の予防接種が受けられる制度
があります。

ことばのリハビリについて

リハビリ相談 小児科診察
耳鼻科診察 言語療法開始➡ ➡

○言語療法開始までの流れ
当院のインフルエンザ予防接種は、11月より開始予定です。

接種費用は、浅口市・里庄町の65歳以上の方は1,500円、65歳未満は4,400円です。
詳細については決まり次第、院内掲示等でお知らせします。電話などでお問い合わせください。
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院内リレー
　  インタビュー

2階病棟看護課
田中普子課長

I n t e r v i e w

Q1.小学生の頃はどんな子供でしたか？
　マイペース。とにかくマイペースでした。

Q2.看護師を目指したきっかけは何ですか？
　きっかけは忘れましたが、幼稚園の時からの夢です！
幼稚園の時「将来の夢」を代表で発表しました。

Q3.自分はどの動物に近いと思いますか？
　自分は怠け者ですのでナマケモノですね。

Q4.生き物を飼ったことがありますか？
　今は犬を飼っています。その前は犬も猫もウサギも鳥もいろいろ飼っていました。

Q5.どこにでも行けるならどこを旅したいですか？
　スペインです！サクラダファミリアを観てみたいんですよね。

Q6.もう一つ言語を話せるとしたら何を選びますか？
　英語を話したいです。日常生活や道を聞かれた時などに英会話で対応したいです。
最近の人はみんな出来るのですごいと思います。

Q7.何をしている時が一番幸せですか？
　寝ている時！（即答）

Q8.自分自身のことを1つだけ変えられるなら何を変えたいですか？
　う～ん、もうちょっと女子力を高めたいなぁ。

Q9.モチベーションは何ですか？何のためになら、朝ベッドから飛び起きられますか？
　生活のためよ！生きるために働くために起きられます（笑）

Q10.一番感謝していることは何ですか？
　ちょっとは良いことも言おうかなぁ。ここに就職出来たことです！

Q11.人生最後の食事に何を食べますか？
　牛肉！無難に肉を食べたい！

Q12.この秋にしてみたいことはありますか？また「○○の秋」と言いますが、
　　 田中課長はどんな秋がありますか？
　紅葉を観に京都に行きたいですね。
　私の中の○○の秋といえば読書の秋です。たくさん本を読みたいです。

Q13.最近読んだ本でオススメの本を教えてください。　
　「ひとつむぎの手」「人魚の眠る家」は面白かったです。

Q14.今頑張っていることはありますか？　
　異動したばかりなので、地域包括ケア病棟での業務を覚えること。
ただ、今はその前に外来当直の業務を覚えることに必死です！

　田中課長、どうもありがとうございました。次回は看護部の伊藤副部長です。
　聞いてみたいご質問があれば、ホームページの「ご意見・ご要望」からご連絡ください。

老健だより
　8月18日に老健フロアにて毎年恒例となった夏祭りを行いま
した。
　今年はヨーヨー釣りや射的、輪投げがあり皆様思い思いの所
へ参加をしておられました。
　射的は職員が盛り上げてとても賑やかとなっていました。
　飲食コーナーはかき氷とチョコバナナと焼きそばがありました
が、かき氷は当日は室内が涼しかったためか冷たかったと言わ
れながらもおいしそうに完食しておられました。
　祭りの終盤には職員で輪になり踊りを行うとご利用者も動きを真似し
て踊ったり、中心に出てきて一緒に踊るご利用者の方もおられました。
　普段は居室にこもったままのご利用者もこの日は長時間起きておられ
職員と写真を撮って楽しんでおられました。ご家族の方も多数参加して
頂き今年も盛大に盛り上がり老健の夏祭りは大成功を収めました。
　今後もこのような行事を開催し、ご利用者と関わっていければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　鈴木 めぐみ

10月1日から売店で、電子マネー・クレジットカードが利用できるようになりました。
【利用できるサービス】  
 電 子 マ ネ ー … 楽天Eｄｙ、nanaco、WAON、iD、クイックペイ、交通系（ICOCAなど）
  クレジットカード… VISA、master、JCB、DC、NICOSなど
※電子マネーの現金チャージは出来ません。　残高不足の場合、残りは現金支払いになります。

●営業時間　平日 ８：３０～１７：００　土曜日 ８：３０～１５：００ 
●休 業 日　日曜日・祝日  

診療時間変更のお知らせ

売店支払い方法の案内

整形外科

眼　　科

午　前

午　前

午　後

岡大医師

岡大医師

岡大医師 千田 岡大医師

整形外科は、9～11月の間、第2・4週金曜日午前の診察が休診になります。12月からは診察が再開します。
眼科は、第1・3週火曜日午前の診察が加わり、午前の診察が週2回に増えました。

●第2・4週金曜日は、膝の症状の方のみお受け致します。（完全予約制）医師の都合により変更になる場合があります。
●眼科は予約制ではありません。
  （診療予約専用ダイヤル） 0865-42-3261 （平日）8：30～17：00　（土曜日）8：30～16：00

月科　名 火 水 木 金 土 受付時間

8：30 ～ 11：45

2：00 ～  4：00

8：30 ～ 10：50

第2・4週
岡大医師

第1・3週
岡大医師

追加

9～11月休診

　今は犬を飼っています。その前は犬も猫もウサギも鳥もいろいろ飼っていました。
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語聴覚士とご家族で共有し、診察後の言語療法にスムーズにつなげていけるよう、初回の診察前にリハ
ビリ相談を行うようにしています。
　リハビリ相談では事前に連絡を頂き、言語聴覚士がお話を伺います。

　詳細につきましては、金光病院ホ―ムページ内（→小児の言語療法を希望される方へ）をご覧ください。
そのほか、成人の失語症や嚥下障害についても対応しております。
　不安なことや相談したいことがございましたら、言語聴覚士までお気軽にご相談ください。
　　　　　　　TEL．0865－42－3199 （日曜日・祝日を除く  ８：30～17：00）
　年末年始・学会出張・患者さんの治療中の場合は、こちらから折り返しお電話させていただきます。

浅口市は65歳以上（又は心臓・腎臓・呼吸器機能障害で障害手帳1級を持つ60歳以上65歳未満）の方は
1,500円です。（令和1年10月1日～令和2年1月31日に予防接種を受けた方が対象です)
※生活保護世帯の方は、事前申請で自己負担が免除されます。市役所にお問い合わせください。

　秋が深まり、冬が近づくと、毎年気になるのがイン
フルエンザです。昨年はワクチンが品薄となり、予防
接種が遅れたという方もいらっしゃいました。早めに
予防接種をしましょう。

からないようにするため」だけでなく、「インフルエンザ
にかかっても重症化しないようにするため」に行います。
また、「自分がかかったインフルエンザを他人に感染さ
せないため」にも、予防接種を行いましょう。
　当院職員は、自分と患者様をインフルエンザから守
るため、原則全員インフルエンザの予防接種を行いま
す！
　●何回必要？何か月有効
　インフルエンザのワクチンは、年齢によって接種回数
が違います。
　13歳未満は2回接種が望ましいとされています。1回
目から4週間空けて2回目を接種しましょう。
　免疫ができるのは接種後約2週間、ワクチンの効果は
5か月程度と言われています。
　●市町村ごとに高齢者の
　インフルエンザ予防接種の助成があります！
　インフルエンザの予防接種の費用は、各医療機関で
異なります。
　ただし、市町村ごとに高齢者
の方は定額でインフルエンザ
の予防接種が受けられる制度
があります。

リハビリ相談 小児科診察
耳鼻科診察 言語療法開始➡ ➡

○言語療法開始までの流れ
当院のインフルエンザ予防接種は、11月より開始予定です。

接種費用は、浅口市・里庄町の65歳以上の方は1,500円、65歳未満は4,400円です。
詳細については決まり次第、院内掲示等でお知らせします。電話などでお問い合わせください。


