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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」                          

 

新年のご挨拶 

〜 本庶佑教授への心からの敬意とともに 〜 
 年始にあたり皆様にご挨拶申し上げます。昨年は清水寺で発表された「災」の漢字が示すように、大阪府

北部地震、西日本豪雨、台風と、立て続けに襲ってくる自然災害の恐ろしさを痛感させられる一年になりま

した。当院や関連施設の建物にも少なからず被害がありご心配をおかけしましたが、院内の患者様や職員に

怪我などがなかったのが不幸中の幸いでした。旧年中の地域住民の皆様ならびに各関係機関の皆様のご支援

に改めて御礼申し上げます。 

 
 さて昨年12月、京都大学特別教授の本庶佑先生がノーベル医学・生理学賞を授賞されました。本庶先生は、

私が平成11年に京都大学医学部を卒業した

時の医学部長で、在学中には分子生物学の講

義を通じてサイエンスの面白さ・奥深さを教

えていただきました。写真は、卒業式で本庶

先生から授かった医学博士の「学位記」です。

その本庶先生が20年以上にわたる粘り強い

研究の末、画期的な「がん免疫治療薬」の開

発につながる偉大な成果を残され、世界から

最高の評価を受けたのです。今回のノーベル

賞授賞は、本庶先生の薫陶を受け地域医療の

前線で働く私にとって大変勇気をいただけた

出来事であり、医学の原点にもう一度立ち帰

る絶好の機会となりました。本庶佑先生の業

績に改めて心から敬意を表します。 

 
 当院では、国の推進する「ときどき入院、ほぼ在宅」構想に沿って、昨年４月より「地域包括ケア病棟」

を本格的に稼働し、在宅医療・訪問看護チームと密接に連携を取りながら病床運営を行っています。 

2019年は、外来の顔である「家庭医療センター」をさらに拡充し、小児から高齢

者まで、地域の皆様のあらゆる健康問題になお一層対応していけるよう、職員一同

で邁進してまいります。本年も「この町の病院」金井病院をどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 

理事長  金井 伸行 

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    



防災対策できていますか？ 

 
2018 年は地震や豪雨など多くの災害が発生し、今年の漢字にも「災」が 

選ばれました。 

被害を受けられた皆さまへ心からお見舞い申し上げます。 

これら災害を機に日頃の防災対策を見直したいと思った方もいらっしゃるの 

ではないでしょうか。 

災害時に最も大切なのは、自分の身の安全を守るために一人一人が取り組む 

防災対策です。 

 
・家の中の安全対策 

 家具の固定、懐中電灯の準備など 

 

・地震が発生したときの身の守り方 

 屋内だけでなく野外、自動車運転中などの対応についても確認を 

 

・警報・注意報が出たときの対応 

 気象庁ホームページなどで警報の種類や発表時の確認方法を知っておく 

 

・ライフラインの停止や避難に備えておく 

 備蓄品、非常持出品など 

 

・安否情報の確認方法 

 家族間での連絡方法や集合場所を決める 

 災害伝言ダイヤルや伝言板の使用方法を確認する 

 

 

継続して治療やお薬が必要な方は上記に加えて疾患名や普段使っている薬の 

情報などが必要です。普段何の病気で通院されているのか、どういうお薬を 

使われているのかを知っておきましょう。 

お薬手帳や調剤明細をわかりやすい場所に保管し、普段から処方薬が完全に 

なくなる前に受診するよう心がけておくことも大切です。 

 

       参考：政府広報オンライン(防災・減災) 

        https://www.gov-online.go.jp/list/ct2_bosai_gensai.html 

 

 総合診療科 副部長  南 麻弥 

https://www.gov-online.go.jp/list/ct2_bosai_gensai.html


ロコモ予防フィットネスクラブ 

すまいる 
 
皆様新年あけましておめでとうございます。すまいるも昨年５周年を迎えることができました。 

これもひとえに会員様、家族様、地域の皆様のおかげです。深く感謝申し上げます。 

平成の美しい思い出を胸に、これから始まる夢溢れる新しい時代においても、地域の皆様がいつも笑顔で 

ありますよう、職員一同、誠心誠意、元気に業務に取り組んで参ります。 

どうぞ今年もよろしくお願い致します。 

金井病院 メディカルケアサポートセンター 

センター長  金井 勇樹 

ロコモって何？ 

骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰え、歩いた

り、体のバランスを保つ能力が低下し、日常生活の自

立度が低下します。放っておくと運動器の働きがます

ます低下し、閉じこもりや転倒する危険性が高まり、

将来介護が必要になったり、寝たきりになることもあ

ります。こうした危険性の高い状態のことを、ロコモ

ティブシンドロームといいます。 

「すまいる」ってどんなところ？ 

 すまいるではロコモ予

防を中心としたフィット

ネスクラブです。１０種類

のトレーニングマシンや

トレッドミル（ウォーキン

グマシン）、エルゴメータ

ー（自転車こぎ）などの有酸素系マシン、ストレッチ

スペースなどの設備があります。 

また、3 カ月に一度体組成計で筋

肉量や脂肪量を測定し、トレーナ

ーが体の変化に合わせて運動内容

をアドバイスさせていただきます。 

運動プログラム・健康体操も充実！ 

すまいるでは会員様が楽しく運動していただけるよ

う、定期的に様々なイベントをご用意しております。 

※１ 皆様揃ってラジオ体操 

※２ 少人数で行なう簡単体操 

すまいる５周年記念キャンペーン開催中！ 

ご好評につき期間を延長して開催しております。 

～５つの特典～ 

①入会金 （３，２４０円） 

②登録料 （２，１６０円） 

③初月会費（５，４００円） 

④インボディ測定（体組成計） 

⑤オリジナルグッズ３点プレゼント！ 

トートバッグ・シューズバッグ・ソックス 

通常３ヶ月 21,160 円のところ 

３ヶ月１０，８００円で使い放題 

※初回のみ３ヶ月契約となります 

今ならご来店された方全員に 

３回無料体験チケットプレゼント！ 

キャンペーン期間 ２０１９年３月末まで 

先着 30 名様限定    

会員様の声 

・前よりも長時間歩けるようになった。 

・山登りなど、身体が疲れにくくなった。 

・身体だけでなく、心も元気になった。 ・・・etc. 

こんな方にオススメ！ 

運動不足・姿勢・血行・お腹のたるみ・腰・膝など、

運動に関してお悩みがある方！ぜひこの機会に、心も身

体もスッキリ、すまいるに楽しく運動を始めましょう！ 

スタッフ一同、心よりお待ちしております！ 

※１ ※２ 

    すべて 

▷ ０円 
 

見学・体験予約はこちらまで 

０７５－９６３－５４７２ 

〒613-0916 

京都市伏見区淀美豆町 283-1 

【営業時間】     【定休日】 

9:00~16:00      金曜・日曜・祝日 



 
 

 

 

★ゆったり里山クラブ★ 

当院が主催する「ゆったり里山クラブ」では、11 月 11

日（日）紅葉映える秋晴れの下、医療者と地域住民 計 19

名で滋賀県湖北にある呉枯ノ峰へ行ってきました。 

菅原道真公ゆかりの菅山寺では、樹齢 1,000 年のイチョ

ウの大木に圧倒されま

した。田上山城跡では

郭、堀切のあとも確認

でき、戦国時代におけ

る湖北の歴史を感じる

ことができました。 

 

 

★京（みやこ）の「わ！」まつり★ 
 11 月 10 日にみやこメッセにて行われた「多世代交流・

学習型イベント 京（みやこ）の「わ！」まつり」に参加

いたしました。当日は多くの方が来場され、関心の高さが

うかがえました。 

ロコモを予防し、健康寿命を延ばし、色々な人関わり合い

ながら、いつまでも元気で活気のある生活が続けられるよ

うにしたいものです。 

 

 

★伏見ロコモ予防クラブ主催の健康広場★ 

秋晴れの好天に恵まれ、本日伏見区役所１階ホールにて、

伏見ロコモ予防クラブ主催の健康広場を開催しました！ 

ご来場の方にはロコモ度テスト、血管年齢チェック、骨密

度測定、ストレス度チェック、救急蘇生(AED)を順次体験

していただき、医師・看

護師・スポーツトレーナ

ー等当院スタッフによ

る相談会も実施しまし

た。多数のご来場ありが

とうございました。 

 

 

★クリスマスコンサート★ 

１２月４日(火)に金井病院にてクリスマスコンサートが開催

されました。淀白鳥保育園の園児さん３6 人によるコンサー

トは元気いっぱいでとっ

てもかわいかったです。 

２０１８年ミス・ユニバー

ス・ジャパン京都大会グラ

ンプリの超智さんをお招

きし、職員や患者さんと一

緒にジングルベルを歌いました。 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★水中ウォーキング実施します★ 

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：１月１７日(木)、2 月２１日(木) 

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：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！ 
 

お知らせ 

 

 

 

★里山ウォーキング実施します★ 

●中世の山城跡 河内飯盛山(３１４ｍ) 

日  時：１月２７日(日) 午前８：３０ 

金井病院集合 

定  員：無  

参加費：８００円（保険代） 

申込み：075-633-2833 お電話にて要予約   

●大阪平野を一望する人気の山旅 交野三山(３４５ｍ) 

日  時：２月１７日(日) 午前９：００ 

京阪枚方駅交野方面行きホーム集合 

定  員：無  

参加費：８００円（保険代） 

申込み：075-633-2833 お電話にて要予約 

●玄蕃尾城跡柳ヶ瀬山(４３９ｍ) ＆ 佐和山(２３３ｍ) 

日  時：3 月 17 日(日) 午前８：００ 

金井病院集合 

定  員：無  

参加費：８００円（保険代） 

申込み：075-633-2833 お電話にて要予約 

予 定 
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