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≪お 問 い 合 わ せ≫ 

〒613－0911  京都市伏見区淀木津町６１２－１２  ℡：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」 

 
 
 

インフルエンザ予防接種が始まります！ 
 

段々と秋らしい日も増えてきました。 

急な気温の変化があるので、風邪には気をつけたいですね。 

さて、今年もインフルエンザ予防接種が始まります。 

インフルエンザが流行する前に予防接種を受けましょう。 

今年は診察時間内にお申し出頂ければ予防接種を受けていただけます。 

 小児科（夕診）は、予約が必要となりますのでご注意ください。 

予約センター（直通）：075-631-8074（月～土 9:00～12:00） 

でご予約ください。 
 

～インフルエンザワクチン詳細～ 

 

開始日：平成 29 年 10 月 16 日（月） ※小児（夕診）も 10 月 16 日（月）開始 

料  金：13 歳以上 4,050 円（税込）/回 

13 歳未満 2,160 円（税込）/回  ※13 歳未満は 2 回接種 

 

    実施日：一般  月～土曜日 9:00～11:30 

          小児  月～土曜日 9:00～11:30 

          小児（夕診） 月・木・金曜日 17:00～18:00（要予約） 

    

  ・高齢者（京都市）の方は、 

期  間：平成 29 年 10 月 16 日（月） 

～平成 30 年 1 月 31 日（水） 

金  額：2000 円（税込）となります。 

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    



 

〜食欲の秋〜 寒熱について 
      こんにちは、家庭医の松島です。うだるような暑さも過ぎ去り、少し肌寒くなってきまし 

たね。秋といえば紅葉で京都が一番賑わう季節かもしれませんが、皆さんは何を思い浮かべ 

ますか？スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋。いろいろありますが、やはり実りの秋。美味 

しい食べ物がたくさん楽しめますね。とはいえ、食べ過ぎには要注意。今回は、漢方医学の 

視点で、食べ物が身体にどんな影響をおよぼすのか、お話させていただきます。 

      漢方医学では、寒熱（かんねつ）という考え方があります。文字通り、寒さや暑さによっ 

て体調が変化することです。皆さんも、寒くなって膝が痛くなったとか、クーラーをかけて 

お腹を出して寝ていたら下痢になった、といった経験はあるのではないでしょうか。実はそ 

ういった環境の変化だけでなく、食事にも寒熱は当てはまります。皆さんが日頃食べられて 

いる食事の中にも、身体をより冷やす食べ物と温める食べ物があります。 

 

身体を冷やす食べ物 身体を温める食べ物 

冷たいもの 温かいもの 

なまもの 火を通したもの 

酢 干したもの 

砂糖 塩 

葉野菜、夏野菜、果物 根菜 

牛乳、コーヒー、緑茶 紅茶 

豆腐、豆乳 味噌、納豆    

ビール、ウイスキー、果実酒 日本酒、ワイン、焼酎 

蕎麦 玄米 

海藻 肉 

 

 

また、生姜、唐辛子、山椒、シナモンなどの香辛料は漢方薬の原料にもなっていますが、 

強く身体を温める作用があります。 

     特に女性やご高齢の方は身体が冷える傾向にあります。もともと冷え性の方や長風呂を好 

む方、なんとなく元気がなさげな方は身体が冷えてしまっている可能性があります。そんな 

時に身体を冷やす食べ物を沢山食べてしまうと、いよいよ体調が悪くなってしまうことがあ 

ります。特についつい食べすぎてしまうお菓子（砂糖）や果物には気をつけてくださいね。 

風邪のひきはじめかな〜と思った時には身体を暖めるとよいので、表の右側の食べ物を意識 

して食べてみて下さい！  

（血圧が高い方は塩分のとりすぎには注意してくださいね） 
診療部 家庭医療科  

松島和樹（家庭医療科専門医） 
 

 

 
 
 



  栄養科一口コラム 

秋の味覚が美味しい時期になりましたね。ロコモ予防にはバランスの良い食事であることが大前提
ですが、たんぱく質の摂取が重要となります。たんぱく質は一気に摂るのではなく、分けて摂ること
が大切です。朝ごはんといえば、ご飯とお漬物だけ、パンとコーヒーという方も多く、たんぱく質が
不足しがちです。朝ごはんにも良質のたんぱく質を多く含むお肉やお魚、卵、大豆製品、乳製品等を
摂るようにしましょう。 
今回は旬のさんま、きのこを使った美味しいメニューの紹介です。手軽にお肉やお魚などのたんぱ

く質源と野菜類も一緒に摂ることが出来る炊き込みご飯はおすすめです。このレシピだと前日から下
準備しておけば、朝はスイッチを押すだけの簡単調理です♪ 
 
〜 さんまときのこの炊き込みごはん 〜 
✾材料✾（2合分） 
・米：2合 
・昆布だし：360ml 
・酒：大さじ３ 
・薄口しょうゆ：大さじ２ 
・さんま：2匹 
・えのきやしめじなどお好みのきのこ：適量 
・（飾り用）三つ葉もしくはすだち：適量 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。看護部長の海老でございます。 

私たち看護部は平成 26 年度から 3 年間に渡り、日本看護協会が推進しております「看

護職のワーク・ライフ・バランスの普及推進ワークショップ事業」に参加して労働環境改

善、離職率の提言に向けて取り組んでまいりました。 

この度平成 29 年 8 月 1 日（火）医師会館におきまして 3 年間の取り組みに対し表彰状

と記念品を頂きました。記念品は「カンゴサウルス」という恐竜のぬいぐるみです。 

「恐竜」は、長い間栄え、絶滅しました。しかし環境 

の変化に適応した仲間は鳥類として生き残っていると 

言われています。この「カンゴサウルス」は、「繁栄」 

と「変革」のシンボルとして幸せをもたらすためにや 

ってきました。 

私達も社会の変化に適応して、これから又歩みを止め 

る事無く頑張っていこうと思っております。 

今後とも宜しくお願い致します。 看護部長 海老成子 

 

 

 

「看護職のワーク・ライフ・バランス推進 カンゴサウルス賞」 

を受賞しました！！ 

＊さんまは一度グリル等で焼いておきましょう。香ばしさがプラスされておすすめです(*^^*) 



 
 

 

 

★七夕コンサートを開催いたしました★ 

７/１２（水）に白鳥保育

園の年長さんをお招きし、

七夕コンサートを開催いた

しました。沖縄県の伝統芸

能であるエイサーの力強い

演奏と掛け声で始まり、「た

なばたのうた」「ぼくらはげ

んき」というお歌をかわいらしく元気いっぱいに披露して

いただきました。たくさんのお子様や入院患者様が鑑賞に

来られ、熱気に包まれていました。 

 

★ゆったり里山クラブを開催いたしました★ 

 ８/２７（日）にゆったり里

山ウォーキングがあり、兵庫

の荒地山へ行ってきました。

岩場が多い場所もありました

が、所々から見える神戸の

港・街並みに癒され、木陰で

は吹く風に少し秋の気配を感

じることができました。 

 
★淀城跡公園の早朝掃除活動に参加いたしました★ 
 ８/２７（日）淀城跡公

園の早朝掃除活動に参加

しました。よいお天気の

中、地域の皆さんと一緒に

清掃に取り組みました。地

域に根ざした病院として、このような社会貢献活動に職員

全体で協力して参加を心がけております。 

 
★伏見ふれあいプラザ 2017 に参加いたしました★             

 ９/３（日）に京都パルスプラザにて行われた伏見ふれあ

いプラザ 2017 に参加しました。当院ではロコモ台と体組

成分を測定する InBody を出店し、たくさんの方がこられ

ました。今年も京都市の門川市長にロコモ台に挑戦してい

ただきました。 

 

 

 

 

 

★健康教室を開催いたしました★ 

９/１５（金）に平成 29 年度 第２回健康教室を開催し

ました。テーマは「今から始めよう美味しい減塩生活」で、 

髙木 翔子管理栄養士が講師を務めました。たくさんの方

に参加していただき、今回も大変盛況でした。 

 
★外来のレイアウトが変わりました★ 

 患者様により良い環境で診察をお待ちいただけるよう、外

来のレイアウトが従来より変更されました。医師変更の情報

や必要な情報が必要な方に届くようポスターの掲示位置な

ども変更しておりますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

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。 

★健康広場開催いたします★ 

 健康広場を開催いたします。ロコモを予防していつまでも

元気で生き生きと過ごしましょう。様々なコーナーがあり、

どなたでも楽しめる内容となっておりますので、ご家族やご

友人と一緒にぜひご来場ください。 

 

日 時：10/29（日）※雨天決行 

     午前 10：00～12：00 

会 場：京都市伏見区役所 1 階ホール 

※駐車場は数に限りがあります。（有料） 

ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

 

★水中ウォーキング実施いたします★ 

H29 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：11/9、12/7、1/18、2/15 

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 25 分（集合 12 時） 

定  員：40 名  

参加費：1 回 300 円 

申込み：FAX、また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） 

 

★ゆったり里山クラブ開催いたします★ 

 11 月は歴史の道を歩きます。 

初心者向け、スニーカーで参加可能です。 

 

日 時：11/19（日）JR 京都駅中央改札口集合 8：00 

場 所：亀岡市 

参加費：500 円（保険代）※JR 運賃は個人負担 

申込み：075-633-2833 お電話にて要予約 

詳細は申込み用紙にてご確認ください。 

 

お知らせ 
 
 

予 定 

 

 

 




