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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が、 

 小児科（夕診）で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 28 年 10 月 17 日（月） ※小児（夕診）は 10 月 24 日（月） 

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 28 年 10 月 17 日（月） 

～平成 29 年 1 月 31 日（火） 

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、スポーツの秋、減量の秋  
 

記録的な猛暑が続いた長かった夏も過ぎ、すっかり秋らしくなった今日この頃。 

秋と言えば、みなさんの頭には何が思い浮かびますか？ 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。 新米、秋刀魚、栗、梨に葡萄…、美味しい食べ物が 

たくさん楽しめるこの季節、食欲の秋！と言う方も多いのでは。そこで、気になるのが体重かも知れません。 

せっかくの秋に水を差すようですがダイエットのお話を少し。 

そもそも肥満とは、ご存じの通り脂肪が過剰に蓄積した状態で、内臓脂肪が多いと糖尿病や高血圧症、脂質異常

症（コレステロール値や中性脂肪値が高い）、脂肪肝などになりやすいと言われています。内臓脂肪はウエストを測

ってみて、男性で 85 cm 以上、女性で 90 cm 以上であれば内臓脂肪がたまっている可能性が高いです。今は

大丈夫であっても近い将来、上に書いた糖尿病などにかかることが予測されるため、少し体重を減らした方が良さ

そうです。 

体重を減らすと言っても、いきなり普通の体重・標準体重に戻す必要はありません。まず、今の体重の 3 %を 3

～6 か月かけて減らすことを目標としてください。例えば、体重が今 80 kg だとすると、2.4 kg を 3～6 か月

で減量、ですから 1 か月あたり 0.4 kg～0.8 kg 減らせば良いことになります。これだと出来そうな気がしてきま

せんか？3 %体重を減らすことで、血糖値や血圧、コレステロール値、尿酸値などが改善されたことが証明さ

れています。体重を減らすことで様々な数値が良くなり、ひいては心筋梗塞や脳梗塞や癌、認知症などを防ぐこと

ができます。体重を減らすためには食事制限も必要ですが、スポーツの秋ですから適度な運動もおすすめです。

毎日 15 分、ウォーキングなどの運動をする人は、全く運動をしない人に比べて平均寿命が約 3 年長い、との調査

結果もあります。そんな結果がなくても、秋晴れの日に紅葉狩りにでも出かけることができれば、楽しい 1 日が送

れそうです。お腹周りが気になる方、少しの減量でいろいろな病気を一挙に改善・予防できます。 

食欲の秋も楽しみながら、ほんの少し生活習慣を見直して、 

今年の秋は減量の秋！をぜひ目指してください。 

 

診療部 総合診療科 医長 

西尾 真季 

 

 

 

みなさん、こんにちは(*^_^*) 

最近は日中もかなり涼しくなってきましたね。体調はいかがでしょうか。 

ヘルスプロモーションセンターでは、毎週月・水・金・土曜日に健康診断を行っています。健康診 

断といえば、企業や学校での定期健診を思い浮かべる方も多いかとは思いますが、金井病院健診センター 

では、金井病院が独自に設けている金井ドック(人間ドック)をはじめ、企業の雇入時健診、一般的な法令健診や 

婦人科健診など、団体から個人まで幅広い健診を取り扱っています。既存のコースに項目を追加することも可能 

です。また健診後は、金井グループのもとで一貫したアフターフォローもさせていただきます。健康には自信のあ

るという方やそうでない方も、一度ご自身の”現在の健康状態”を知ってみませんか。 

健康診断の内容についてのご相談やご予約は金井病院ヘルスプロモーションセンターまで。 
 

☆ヘルスプロモーションセンター(直通)☆ 

 TEL:075-631-8096  平日 9:00～17:00 土曜日 9:00～13:00(日曜、祝日除く) 

※HP ではメールでのお問い合わせも受付けております。 

tel:075-631-8096


嚥下評価入院のご案内
加齢や脳血管障害などにより、食事をするとむせる、食べ物をうまく噛めない、などの様々

な症状が起こります。

当院ではこのような症状の方を対象に、短期間の入院で専門的な検査（嚥下内視鏡検査：え

んげないしきょうけんさ）を行い、嚥下機能の評価を行います。検査結果をもとに、患者様や

ご家族様に安全な食事内容や食べ方をアドバイスさせて頂きます。

診察・評価・指導・担当
内科医師・耳鼻咽喉科医師

看護師・言語聴覚士・栄養士

などの専門職が症状に応じて対応します。

嚥下評価入院は、予約制となって

おります。ご予約、お問合せは地域

連携室までお気軽にご相談下さい。
【地域連携室 直通電話】

☎ 075-631-7282

次のような症状のある方はお気軽にご相談ください。

 食事中、食後にむせる

 食べ物が、口やのどに残っている感じがする

 食事に時間がかかる

 最近痩せてきた

 食後に声質の変化がある

 食後にごろごろとした音が聞こえる、

声がガラガラする

※病状によっては外来のみでの嚥下評価になることがあります

明るく、元気で、親しみやすい印象を持って頂けるようにデザインしました。

診療科の案内はもちろん、各種行事、イベントの案内、スタッフブログとして

活動報告、部署案内をUP、リアルタイムに情報提供できるようにしています。

看護師の募集サイトもあわせてリニューアルしましたので、是非ご覧ください。

http://www.kanaihospital.jp

ホームページをリニューアルしました！

http://www.kanaihospital.jp/


 
 

 

 

★院内研修を開催しました★ 

８/18（木）北海道家庭医療学センター理事長の草場鉄

周先生にお越しいただき、「家庭医・総合診療医とは」とい

うテーマで院内研修を行いました。先生の経験を交えなが

ら分かりやすく講演していただき、貴重なお話しをお聞き

することができました。 

 

★伏見ふれあいプラザに参加しました★ 

 ９/４（日）に京都パルスプラザで開催された伏見ふれあ

いプラザ２０１６に参加しました。当院のブースではロコ

モ台を使っての肢筋力の測定や、体重測定と共に筋肉量・

体脂肪を測定できる InBody の体験コーナーを行いまし

た。なんと京都市長もロコモ台に挑戦されるなど、ご自身

の下肢筋力や身体の成分を知ってもらうと共に地域の方と

交流できる素晴らしい一日となりました。 

              

 

 

 

 

 

★右京区謎解き健康クイズラリーに参加しました★ 
 ９/10（土）東映太秦映画村で開 

催された右京区謎解き健康クイズラ 

リーの健康づくりトークショーに当 

院から整形外科部長劉和輝医師が参 

加しました。秋晴れの中、ロコモ台 

で自分の身体の筋肉量について測定したり、和気藹々と健

康について学べる良い機会となりました。 

               

 

 

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★ 

平成 28 年度 第３回健康教室を１２月７日（水）に

開催します。テーマは「あぶらって身体にいいの？？」、 

講師は橋本 理恵子管理栄養士です。 

 楽しくためになるお話が聞けます。定員に限りがあり

ますので、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：申込用紙を受付回収箱に投函してください。   

締 切：１１月３０日（水） 

★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：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） 

★ポールウォーキング実施します★ 

日  程：１０/２６（水） 

集合場所：京阪中書島駅（伏見港公園側の改札） 

時  間：９：３０～１２：００（受付 ９：００～） 

参 加 費：２００円（おつりのないようにしてください） 

定  員：２０人 ※定員になり次第受付終了 

なお、3 月にもポールウォーキングを計画中です。 

お楽しみに！ 

★市民公開講座のお知らせ★ 

当院より整形外科部長劉和輝医師が講師として参加され

ますので、皆様是非ご参加ください。  

 

 

お知らせ 

 

予 定 
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