
院長挨拶
地域のみなさまへ

院長

 

金澤

 

成道

 

日々お世話になりありがとうございます。
今回、金沢病院広報誌を発行することとなりました。

本院は昭和初期に診療所より開業し昭和１１年、
この灘区将軍通に病院を開設いたしました。その
後、昭和、平成と社会・医療・福祉情勢のめまぐる
しい移り変わりの中、社会に貢献すべく地域密着
型の病院として急性期医療と療養医療を提供する機

 

関として移行してまいりました。現在の医療は以前と異なり患者様、ご

 

家族と病院がしっかりと情報を共有しともに治療、療養を行うために皆

 

様方から選択される医療機関として確立していかなくてはなりません。

本院の運営理念である“患者様、ご家族がいつも安心して利用すること

 

が出来る病院を目指します”を目標とし、地域の皆様から選ばれ愛され

 

る病院となるようスタッフ一同、精一杯努力を行ってまいる所存です。
お気づきの点、ご要望、お叱り等ございましたら遠慮なくスタッフにお申

 

し付けください。

＜金沢病院理念＞
患者様、ご家族がいつも安心して利用することができる病院を目指します。
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【金沢病院基本方針】
１．患者様をいつも第一に考え温かく真心を込めて接します。
２．地域と密着し、質の高い、より良い医療を継続して提供します。
３．向上心と誇りを持ち、互いに敬愛して努められる職場を作ります。
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新入職医師のご紹介

整形外科がより

 

パワーアップ！！！

平成２２年５月より伊藤医師、７月より黒田医師が入職されました。
「もう顔なじみだよ」という患者さまもいらっしゃるかと思います。
当院ではこれまで以上に手術・急性期・リハビリ・慢性期・の充実した
医療を提供すべく取り組んでまいります。

受傷早期の外傷から難治性の慢性疼痛ま

 

で、幅広く診療を行っています。
医療科学の分野では日々、新しい発見が生

 

まれています。そのため常に新しい知見に

 

目を配りつつ、従来からの知識を含めた幅

 

広い治療の選択肢の中から、それぞれの患

 

者さんに も適した治療を行っていきます。
いつも一人一人、患者様を自分の家族と

 

思って、治療に取り組んでいます。
一緒に一番いい治療法を考えていきましょう。

高齢化社会を迎えて、一生の内に肩凝りや腰痛と

 

いった慢性的な痛みとお付き合いする期間が長く

 

なってきました。また、骨折による寝たきりを予防す

 

る為に骨粗鬆症の管理も重要になっています。
快適な毎日を過ごす為の痛みをとる治療やリハビリ

 

テーションに力を入れていく為に、患者さんとの対話

 

を通して柔軟に対応してきたいと考えています。

また当院には地域連携室や在宅部門といった患

 

者さんやその家族を社会的に支援する部門があり

 

ます。彼らとチームを組んで病気をみるだけではなく、

 

家族の皆さんにも安心して頂けるようお役に立ちた

 

いと願っております。



禁煙を考えている方、何度かやってみたけどダメだった方など、

 

一度当院の禁煙外来を受けてみませんか？

 

いまはいい薬があるんです!!!さらに医師のサポートがあれば、

まさに鬼に金棒！

・煙草をやめるなら死んだほうがまし！
・本物のヘビースモーカーだからムリ！
・話題の禁煙治療薬はどんな薬だろう？

↓
・禁煙にはもっと我慢がいると思ってました。
・もっと苦しくつらい日々が続くものだと思っていました。
・薬の服用だけの簡単さに続けられました。

タバコを吸いたい気持ちをコントロールする方法や禁煙継続の

 

コツを説明いたします。

当院での禁煙治療は保険診療です。
※一部保険がきかない場合もありますので詳細はお問合せください。
現在、日本では2種類の禁煙補助薬が保険診療で使用できます。

 

生活スタイルや性格、体質によって薬を選択し治療を行います。

 

診察は計5回3ヶ月のプログラムになります。

当院では
禁煙時の体重増加などに対し管理栄養士による

 

食事指導、生活指導も行うことが出来ます。

金沢病院

 

禁煙外来（完全予約制）

０７８－８７１－９００１

禁煙外来のススメ



例年の如く六甲おろしに吹かれ、警戒水準を越えた感染性胃腸炎とインフ

 

ルエンザに恐々としながら、病棟に発熱の患者さんあればインフルエンザ

 

簡易検査をオーダーし、外来に嘔吐､下痢の患者さんあれば点滴を考える。

 

頭の中は「標準的予防策」という感染対策。これではインフルエンザにもノ

 

ロウイルスにもかかる暇さえないか・・・と過ごした世にいう師走。大晦日の

 

夜はチャンネル争いにも負け、一晩中クラッシク。紅白歌合戦の視聴率

 

40％越えも我が家では何の力も持ちません。
そして一夜明ければ2011年でした。
さて今年の干支は辛卯です。十二支では4番目のうさぎ年になります。昔

 

話では「かちかち山」「ウサギと亀」「因幡の白兎」と悪役としての登場が多

 

いようですが、持ち前のジャンプ力により「飛躍」のイメージや、バニーガー

 

ルのように「魅惑」的なキャラクターでもあります。「兎の昼寝」や「切株を守

 

りて兎を待つ」ようなことにならぬように、「兎の上り坂」の一年を過ごすべく

 

1月を始めようと思う今日この頃であります。
今年も流行は感染性胃腸炎とインフルエンザからのスタートです。

やはり予防の基本は手洗いとうがいです。
さあ今年も元気で頑張りましょう。

二診より新年の挨拶にかえて

鷹匠中学・上野中学の５名が当院でトライやるウィーク（５日間の職業体験）

 

で看護業務の一部を体験！！普段はなかなか見る事のない病院の裏方業

 

務や処置などびっくりの連続。
たくさんのことを感じ学んだ５日間になったよう

で「改めて命の大切さを学んだ」「看護師さんは
常に笑顔で人にやさしく接していたのを見習いたい」
「家でもっとお手伝いをしておけばよかった」
「患者さんとのコミュニケーションが楽しかった」など
さまざまな感想を寄せてくれました。
この体験で得たものが人生のどこかで活かせたら

いいですね。

副院長髙田の

Drコラム



金沢病院では３ヶ月～６ヶ月に１回「健康教室」を開催しています。毎回さまざ

 

まなテーマで身近な病気の予防や対策など分かりやすくお伝えしています。

今回は１１月４日（木）
「 近の感染症事情について」

 

～多剤耐性菌、新型インフルエンザなど～」
講師

 

総合診療科

 

髙田副院長

今年のインフルエンザの動向や話題のスーパー耐性菌などをイラストやグラ

 

フを使って分かりやすくお話しさせて頂きました。
手洗い実習では薬品を使い洗い残しを実際に確認することが出来ました！
出来ているつもりでも、爪の先や根元や手の甲など意外なところに汚れが残っ

 

ていてびっくり。みなさんとても勉強になったとの感想を頂きましたよ♪

広報誌編集担当より

医療福祉相談室

 

谷口貴洋
この度患者さま、地域の皆様に金沢病院のことをより知って頂くために広報

 

誌「かなざわ通信」を発行させていただきました。
みなさまの健康づくりに役立ち「へー」「なるほど！」と楽しみしていただける

 

ような紙面を作っていきたいと思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。



月 火 水 木 金 土

内科

午前

１診 金沢 呉
９時～１２時

神前
９時～１２時

髙田
三好 伊藤（達）

２診 神前 神前 髙田 金沢 髙田 －

３診
９時～１２時３０分

－ －
９時～１２時

－ －
柿坂 伊藤（光)

午後

１診 髙田 金沢 呉
１４時～１６時

呉 －
柿坂

－ － － －
１６時～１７時１５分

－ －
(髙田/金沢）

外科
午前 城間 城間 城間 坂田 神大医師 第１・３・５週

坂田
第２・４週
城間

午後 担当医 手術日 城間 － 城間

整形外科
午前 寺下 伊藤 寺下 寺下 黒田 交替

午後 － 黒田 手術日 寺下 伊藤

脳外科 午前 － 神大医師 － － － 非常勤

眼科 午前 － － － 下川 － －

心療内科 午後 － － 波多腰 － － －

■受付時間

 

平日

 

午前９時～午後１２時４５分、

 

午後２時～午後５時

 

土曜日

 

午前９時～午後１２時４５分

 

※休診・変更等がある場合がございますので、ご確認の上、受診していただきますようお願い致します。

金沢病院
〒６５７－００５７
神戸市灘区神ノ木通４－２－１５
TEL（０７８）８７１－９００１／FAX（０７８）８７１－２９９３

ホームページアドレス
http://www.kanazawa-hospital.jp
【診療科】
・内科・胃腸科・循環器科・外科・整形外科・脳神経外科
・放射線科・眼科・心療内科・リハビリテーション科
（人間ドック、健康診断）
【病床数】
１８０床
（一般６０床、医療療養６０床、介護療養６０床）

関連施設

金沢クリニック（神戸市中央区加納町６－６－１）

ＴＥＬ（０７８）３３１－０７４３

かなざわあんしんすこやかセンター
TEL （０７８）８７１－９０７６
神戸市灘区神ノ木３－６－１８

デイサービスかなざわ
TEL （０７８）８７１－９０１５

指定居宅介護支援事業所かなざわ
ＴEL  （０７８）８７１－９０１６

交通アクセス

【電車】
阪急「王子公園」駅・「六甲駅」より徒歩１０分
阪神「大石」駅より徒歩１０分
ＪＲ「六甲道」駅より徒歩１０分

【バス】
ＪＲ・阪急・阪神「三宮」駅より
石屋川車庫前行９０、９２系統約２０分
「阪急王子公園駅」約６分
「六甲口」約３分

 

「将軍通」バス停下車すぐ
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