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〒613－0911  京都市伏見区淀木津町６１２－１２             

お問い合わせ：075-631-1215 

病院ホームページ： http://www.kanaihospital.jp            

金井病院グループ： 

金井クリニック、デイサービスセンター「愛会」 

居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション「ひだまり」 

ロコモ予防フィットネスクラブ 「すまいる」 

 

新 年 度 を 迎 え て 

「風薫る５月」皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 

４月に新しい生活をスタートされた方も多いと思います。入学・就職・人生の転機等、様々な旅

立ちがある中、特に「ピカピカの小学１年生」は清々しいですね。当院も各職種１３名のピカピ

カの新入職員を迎え今年度をスタートすることができました。 

昨年４月に家庭医療学の専門医師１名で新規開設した家庭医療学センターも早いもので１年が

経ちました、今年は更に１名の医師を増員し、２名体制となり充実した家庭医外来となりました。

また、家庭医療専門医を育てるために、２０１５年４月に関西家庭医療学センター家庭医療学専

門医コースを立ち上げ、今年度は当院に家庭医療専攻医を採用し、プログラム研修を開始しまし

た。 

今後さらに地域のニーズに応えるため、職員の質の向上をめざし、プロフェッショナリズムを

もって知識・技術を習得していくことが必要と考えています。  

当院は各研修医療機関として、家庭医療専攻医（後期研修医）・医学生・看護学生等も受け入れ

て、良質な地域医療研修を今後さらに実施していきますので、入院患者様や外来患者様はもちろ

ん、地域の皆様や関係機関のご協力とご理解をよろしくお願いする次第でございます。 

最後になりましたが、若々しい「若葉マーク」の新入職員を、温かく見守っていただきました

ら幸いです。  

経営管理部長 貞由 憲男 

 

医療法人社団 

淀さんせん会 
金井病院だより 

 基 本 理 念  

1. 良質で安全・安心な医療 

2. 患者様を中心とした医療 

3. 地域との連携協力 

 

私たちは、地域住民の皆様に 

人間愛に根ざした良質な医療

を提供します。 

 基 本 指 針    



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

皆様、はじめまして。2016 年 4 月より金井病院 総合診療科に入職しました、松島
まつしま

 和樹
かずき

と申します。

神戸大学を卒業後、神戸市立医療センター中央市民病院で初期研修を行い、福岡県にある株式会社麻生 

飯塚病院で総合診療科 家庭医療コースの後期研修を終え、こちらにやってきました。3 年間福岡にいた

ので関西弁がおかしくなっているかもしれませんが、暖かく見守っていただければ嬉しいです。 

昨年度から神廣先生がおられるので家庭医療がどんなものかご存知の方も多いと思いますが、簡単に 

皆様、初めまして。４月より金井病院総合診療科に入職しました柏 崎
かしわざき

 元皓
もとひろ

です。この度、関西家庭

医療学センターの後期研修プログラムの一環として、金井病院で 1 年間、家庭医療に関わらせていただ

くことになりました。よろしくお願いします。 

 私は、大阪府大阪狭山市というベッドタウン出身で、大学時代に京都に６年間住んでいました。卒業後

は、岡山にある 1200 床弱の倉敷中央病院で初期研修、小児科の後期研修を行いました。小児科の後期

研修では主に、肺炎や喘息などの一般的な救急・外来診療、入院診療に加え、先天性心疾患・血液疾患・

腫瘍・腎臓疾患・心身症などの専門診療、新生児集中治療、重症心身障害児の訪問診療や医療型児童発達

支援施設の嘱託医などに携わっていました。  

 小児科から家庭医療へと方向転換した理由は３つあります。１つ目は、家庭医として親御さんやお子さ 

説明させていただきますと、身の回りのあらゆる健康問題を扱う専

門家です。内科、小児科、産婦人科、整形外科、皮膚科、精神科、

その他様々な科に関することを勉強しています。また予防医療にも

詳しいので、健診や予防接種についてもご相談ください。様々な問

題を同時に持つ高齢者医療や、緩和医療も得意です。在宅医療も積

極的に行っております。 

地域の皆様のニーズに応えられるように頑張っていきたいと思い

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

んに関わることで、不登校や非行、虐待、心身症などを予防し

たいと考えたからです。２つ目は、もともと、患者様やご家族

を中心に考える家庭医の仕事に魅力を感じていたからです。３

つ目は、全国的に不足している小児の在宅医療に、小児科での

経験を生かして携わりたいと考えたからです。 

 １年間ではありますが、皆様のお役に立てる様、精一杯頑張

ります。どんなことでも気軽に声をかけていただけると嬉しい

です。よろしくお願いします。 

（ 趣味：茶道、ピアノ、将棋、バスケ、卓球、ドライブ） 

 



     
 
 
 

 
１、寝る前に本を読むこと  ２、抹茶スイーツ！！とにかく抹茶が大好きです 

３、不安もありますが、たくさん学び力をつけて優しい看護師になりたいです。

常に笑顔を心がけて頑張ります！     ３階看護師 川本亜矢加  

 

１、スポーツ・料理・映画鑑賞  ２、嵐 

３、見て、触れて、考えて学ぶ姿勢を常に忘れず、持ち前の元気と笑

顔で頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

３階看護師 木野村圭那子 

 

１、お菓子つくり  ２、アイス・藤原竜也 

３、不安な事もたくさんありますが何事にも積極的に取り組んで行きたいです。            

４階看護師 赤松香織 

１、音楽・お酒（日本酒好き）・バンドやってます  

２、和食、粉もの、お酒に合うもの・星野源 

３、看護師経験ありますが、新たな気持ちで頑張りたいと思います。 

よろしくお願いします。        ４階看護師 竹原あかり 

 

１、ＤＶＤ鑑賞   ２、お肉 

３、至らないことがたくさんあると思いますが、 

頑張りますのでよろくお願いします。      中材准看護師 織田恭子 

 

１、歌うこと聴くこと  ２、チョコレート   

３、ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。 

３階看護助手 小森亜由美 

 

１、本を読むこと   ２、スイートポテト  ３、色々大変だと思いますが、

精一杯頑張ります！！                 ４階看護助手 関西つきみ 

 

１、ツムツム（ゲーム）  ２、スイーツ   

３、これからよろしくお願いします。   

４階看護助手 首藤由貴 

 

１、美味しい物を食べること  ２、ケーキ   

３、至らない所がたくさんあると思いますが、よろしくお願いします。 

医事課事務員 秀川未桜 

 

１、ジョギング・音楽を聴くこと  ２、チョコレート 

３、出会った方には笑顔で対応して、仕事面では丁寧にスピーディー                             

にを心掛けて頑張ります！     健診センター事務員 橋川明日香 

   Ｑ＆Ａ 

１、趣味は？ 

２、好きな食べ物 or 芸能人は？  

３、ひとこと                                     

 
                              

 
 



 
 

 

 

★H27 年度 伏見ロコモ予防クラブのご報告★ 

伏見ロコモ予防クラブとは、「地域力で行うロコモ予防」

をスローガンに、地域の皆様がいつまでも健康で元気なコ

ミュニティを築けるように、伏見区区民活動支援事業とし

て取り組んでいます。 

昨年度は、足腰に負担が少なく楽に運動できる水中ウォー

キングを全 13 回（延べ 339 名）、そしてただ歩くだけで

はもったいない！スマートな歩行ができるポールウォーキ

ングを全 2 回(延べ 25 名)を実施することができました。 

定期的に皆様と運動することで健康増進に地域で取り組む

ことが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★京都マラソンボランティアに参加しました★ 
 2/19(金)、20(土) はみやこめっせにて前夜祭,そして

2/21（日）は京都マラソンにて、当院医師、看護師は救

護所にて救護活動を、職員は給水所で給水ボランティアを

行いました。同グループのデイサービス愛会の職員もラン

ナーとして完走しま 

した！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★淀社会福祉協議会のお花見に参加しました★ 

 4 月 13 日(水)、JRA み 

どりの広場にて淀学区社協 

のお花見に当院の金井セン 

ター長が参加しました。 

当日は少しの雨が降りまし 

たが、参加者の皆様とおい 

しいお弁当やビンゴゲーム、頭の体操や懐かしい歌や踊り等

の楽しいひと時を一緒に過ごしました。 
 

 

 
 
金井病院では、随時行事を企画、実施しております。 
みなさまどうぞご参加ください 

★健康教室を開催します★ 

6/21(火)平成 28 年度 第１回健康教室を開催します。 

テーマは、「池○彰もびっくり！？Dr.金沢のわかりやすい

お話 第 3 弾～腸の働きから考える生活環境～」講師は

当院ヘルスプロモーションセンター医師 金沢裕一です。 

 和気藹々と楽しくためになるお話が聞けます。定員に限

りがあります。お申し込みの上ご参加ください。 

場 所：当院管理棟４階会議室 時間：1 時 30 分～３時 

定  員：20 人 ※定員になり次第受付終了 

参加費：無料 申し込み： 075-633-2833   

締 切：6/14(火)      お電話にて予約受付中！ 

 

 

 

 

 

 

 

★水中ウォーキング実施します★ 

H28 年度の水中ウォーキングを実施します。伏見港公園

内のプールで一緒に楽しく体を動かしましょう!!  

日 程：5/12、6/9、7/14、9/15、11/10、12/8、 

    1/19、2/16 

場  所：伏見港公園プール（室内温水プール） 

時  間：12 時 30 分～13 時 30 分（集合 12 時） 

定  員：40 名  

参加費：1 回 300 円 

申込み：専用のお申し込み用紙で FAX、 

もしくはお電話にて受付します！ 

締  切：随時受付中（開催週の月曜日） 

なお、10 月と 3 月にはポールウォーキングを計画中です。 

お楽しみに！ 
 

お知らせ 

 

予 定 

 

 

★里山ウォーキング実施します★ 

日  時：6 月 26 日(日) 金井病院 7：30 集合 

場  所：鎌刃城と中山道（384ｍ） 

定  員：なし 

参加費：1，500 円（保険代） 

申込み：075-633-2833 お電話にて要予約   

締  切：6 月 20 日(月) 


