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京都南病院グループと地域を結ぶコミュニケーション情報誌
発行／医療法人 健康会

vol.

133
2021 年

新年あけましておめでとうございます

冬号

新年のごあいさつ

みなさま、明けましておめでとうございます。みなさまの昨年の一年はいかがでしたでしょうか。昨年は、
新型コロナウイルス感染に始終した一年でした。中国武漢から始まったこの疾患は瞬く間に世界中に広まり、
現在も猛威を振るっています。ワクチン開発も進み、日本でも今年から接種が始まるようですが、それがこ
の感染症の解決の一助になることを期待したいものです。日本は諸外国と比較して感染者数が少なく、
また死亡率が少ないのが特徴で、それは政府の対策が「日本モデル」として成功したかのように言われ
ていますが、政府から対応策が医療現場におりてきますが、全く意味不明のものや、後手後手の対応策
がほとんどで、我々医療の最前線は混乱するばかりです。もちろん人類にとって全く初めての経験ですから
（100 年前のいわゆるスペインかぜを含みますと二回目の世界的流行感染症ですが）、対応策も難しいと
は思われますが、経済を優先したり、医療を優先したりと対応策の方向性がぶれるのが問題です。全国
民が健康であってはじめて経済もまわるので、「Go toなんとか」をして感染の蔓延（政府は感染の拡大
と関連はないとしきりに否定していますが）を助長するようなことは慎むべきと思います。今は感染を抑えて、
できる限り補償を行うことのほうが、最終的には経済効果もあるのではないでしょうか。さらにあまりマスコミ
には取り上げられていませんが、2000 年頃からの医療への政策的締め付けで、ベッド数の減少やスタッフ
不足ですでに医療現場は疲弊していたのです。そこへこのような災害ともいえる感染症が起こったので、
感染拡大を食い止めることができなかったのではないでしょうか。医療は橋や学校のように社会に必要不
可欠のものであり、資本主義の競争社会で淘汰されるものではないの
です。
さて今年は丑年です。牛のようにゆっくりですが確実に前へ進むことが
できればコロナ禍も克服できると思われます。医療法人健康会・京
都南病院グループも確実に前進していきたいと考えております。
今年もみなさまと地域の医療、介護を守り、よりよい社会になるように
活動してまいりますので、みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願い
いたします。
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応援ありがとうございます！
！ ～たくさんの物資やメッセージへの御礼～
●令和 2 年度京都府保健医療功労者として表彰されました！ ●病棟薬剤業務について
●新病院 AED 設置のお知らせ ●臨床研修評価を受審しました！ ●地域連携室だより ～新任常勤医師紹介～
●京都南病院グループではたらいてみませんか？

応援ありがとうございます !!
〜たくさんの物資のご寄付・差し入れや応援メッセージへのお礼〜
新型コロナウイルスの感染が続く中、多くの企業・団体様、

いただいています。

個人の方々から当グループへマスクや手術用ガウン等の医

こうした皆様のご支援により、患者さんへの医療の提供

療物資のご寄付、食品の差し入れ、また励ましのお言葉を

を継続できているのみならず、職員 1 人 1 人の励みになっ

たくさん頂きました。

ていることは勿論、改めて自らの力だけではなく皆様、地

先が見えない緊張状態がつづく医療現場のスタッフに

域や社会に支えられているということを強く感じました。

とって、皆さまからの温かいご支援、ご声援が何よりの

まだまだ先が見えない戦いは続きますが、これからも京

励みになっています。当グループへのご配慮をいただい

都南病院グループ職員一同、安心・安全な医療を提供でき

ておりますことに、この場をお借りして心より感謝申し

るよう努めてまいります。

上げます。

このたびの皆様からのご支援、グループ一同、心より厚

ご寄付いただきました医療物資等は、大切に活用させて

病棟薬剤業務について
新京都南病院では 10月1日より全病棟に薬剤師の常駐
を開始しました。

く御礼申し上げます。

理の充実など、様々な効果が期待できます。
京都南病院グループでは古くから、夜間にも薬剤師を病
院に宿直として配置して、24 時間 365日、薬剤に関する
業務に対応できるようにしていましたが、今回さらに、こう

みなみ

患者さんが入院される病棟に薬剤の専門家・薬剤師が常

した取り組みを加え、医師・看護師・薬剤

駐して主体的に薬物療法に参加することで、たとえば医薬

師ほか多職種の連携によるチーム医療を強

品の投薬・注射状況を薬剤師が把握しやすくなったり、医

化することで、より安全・安心なよりよい医

2

師や看護師の薬剤に関する相談への対応や医薬品安全性

療を提供できる、かかりやすい病院をめざ
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情報の発信、患者さんへの投薬説明や入退院時の薬剤管

して今後も努力して参ります。

vol.

令和２年度

京都府保健医療功労者として表彰されました！

11 月30日（月）、ルビノ京都堀川にて、令和
2 年度京都府保健医療功労者表彰式が執り行
われ、新 京 都 南 病 院が京 都 府 保 健 医 療 功 労
者として知事表彰されました。表彰式には清水
理事長が出席し、京都府病院協同組合 冨士原

AED 設置の
お知らせ
近隣で AEDを必要とする緊急事態が発生した際にご利

正人理事長

用いただけるよう、新京都病院の正面玄関にAEDを設置

より、御祝い

させていただきました。

の お 花を頂

ドアを開けると、緊急事態であることを周知するため

戴しました。

のアラームが鳴ります。下の段にはシーツ･バスタオルが
入っています。万が一の救命活動の際には是非とも躊躇
無くご活用ください。

臨床研修評価を
受審しました !!
京都南病院グループでは次代の医療を担う医師の育成に努めており、
新京都南病院は基幹型臨床研修指定病院、京都南病院は協力型臨床研修
指定病院として、毎年研修医の受け入れを行っていますが、このたび新
京 都 南 病 院 で は 12 月 2 日 ( 水）に NPO 法 人 卒 後 臨 床 研 修 評 価 機 構
(JCEP) による臨床研修評価の訪問審査が行われました。
総括では、全体的に良い印象の評価をいただき、講評後にはサーベイ
ヤーリーダーから清水理事長に JCEP 受審証が手渡されました。
卒後臨床研修評価機構とは

都南病院、京都南病院の二つの病院において今までよりさらによい医療の提供を推し

卒後臨床研修評価機構は、国民に対する医療の質の改善と向上をめざすため、臨

進めることが可能となりました。当法人の理念・目標を追求するためにも、新京都南

床研修病院における研修プログラムの評価や人材育成等を行い、公益の増進に寄与

病院を中心に、次代の医療を担う医師を養成し、地域医療ひいては日本の医療に貢

することを目的としており、臨床研修病院の研修プログラムに関する基準の策定・公表

献してゆくことは当法人の重大な使命のひとつです。そのため、地域中核病院として、

及び評価事業等を行っています。

総合的な診療能力をもつプライマリーケア医師であると同時に急性重症疾患に対応で

また、臨床研修評価とは臨床研修病院の研修プログラムについて、訪問調査を通し
て教育的評価を行い、その結果を病院長はじめプログラム責任者、指導医、指導者、
研修医、その他職員に直接的にフィードバック ( 形成的評価 )を行うものです。

きる医師、また生活習慣病に代表される慢性期疾患の管理が行える医師の養成を目
的としています。

京都南病院グループにおける臨床研修の基本方針

京都南病院グループにおける臨床研修の理念

1）全人的医療の希求

医療法人健康会京都南病院グループは、「全人的医療の希求」を理念とし、1. み

2）幅広い分野の経験と地域医療研修の重視

んなのかかりやすい病院、2.よりよい医療を目指す病院、3. 社会の進歩に役立つ病

3）プライマリーケア医学といわゆるER 型救急医療の重視

院の 3 つを「三本の柱」として、ここ京都市下京区において病院、診療所、老健施

4）医師の倫理性、チーム医療の重視

設などで地域医療を展開してきました。2011 年 4月 新京都南病院を開院し、新京

5）教育病院として学会認定医資格の取得をめざした指導

新京都南病院 新任常勤医師紹介

外来診 療

曜日･時間：水曜日

午前 9 時～ 12 時

診察室：新京都南病院１階

患者さんのご病状改善、より良い療養環境の確保を目指し、
いろんな職種の皆様と連携して和気藹々と頑張っています。
外来診察室

ビリ職員の皆様とも、必要に応じて積極的にコミュニケーション

常勤医師（2020 年 9 月1 日着任） 堀田 剛（ほった ごう）医師
●専門分野：一般感染症内科

外来診 療

曜日･時間：金曜日

午前 9 時～ 12 時

診察室：新京都南病院１階

を取って、診療水準の向上に繋げたいと考えています。宜しく
お願い申し上げます。
外来診察室

曜日･時間：金曜日

募集中 !

午前 9 時～ 12 時

診察室：京都南病院（本院）
２階

常勤医師（2020 年 12 月1 日着任） 小西 啓夫（こにし ひろお）医師
●専門分野：外科

常勤医師（2020 年 10 月1 日着任） 平岡 健児（ひらおか けんじ）医師
●専門分野：泌尿器科

外来診 療

他の医療機関の皆様方、救急救命士の皆様、福祉スタッフ
の皆様、ソーシャルワーカーの皆様、院外薬局の皆様、リハ

外来診療

外来診察室

曜日･時間：月曜日

午後 5 時～ 7 時半
外来診察室

診察室：新京都南病院１階

京都南病院グループではたらいてみませんか？

看護助手（資格不要、未経験可）

介護職（資格不要、未経験可）

運転・事務補助

からフルタイム勤務まで勤務シフトは様々です。

扶養内からフルタイム
まで勤務シフトのご相
談が可能です。

勤務シフトも相談可で、勤
務地は京都南病院または第
二南診療所です。

【仕事内容】 詰所内の環境整備や備品発注、患者さんの身の回 【仕事内容】 ぬくもりの里での簡単な介護の補助、 【仕 事 内 容】 車 の 運 転 や
りのお世話（食事･入浴･排泄などの介助）など。
家政など。
軽作業、簡単な事務作業の
高校生から60 代まで幅広い年代の方が勤務されており入職時は 看護助手と同じく幅広い年代の方が勤務されており 補助など。普通免許（AT
限定可）要。
未経験という方が大半。学業や家事の合間など扶養内での勤務 （高校生の勤務歴あり）、

その他 の募集職種

※すべて新卒可

●医師 ●看護師 ●薬剤師 ●理学療法士 ●作業療法士
●言語聴覚士 ●診療放射線技師 ●管理栄養士 ●社会福祉士
●施設管理者候補 ●居宅ケアマネジャー ●介護福祉士、
介護職
●管理事務、
医療事務 ●医師事務作業補助者
●運転手（シャトルバス運転、診療所デイケア送迎など。普通免許 AT 限定可）
●介護職（介護老人保健施設や診療所などでの介護業務）

など

面接は随時実施中！

まずは電話、メールのいずれかで、お気軽にお問合せ・ご相談・ご連絡ください！

京都南病院 総務課（人事採用担当） 竹田

☎075-312-7361

mhp-soumu@kyotominami.or.jp
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常勤医師（2020 年 4 月1 日着任） 有原 正泰（ありはら まさやす）医師
●専門分野：救急・循環器内科、維持透析患者さんの循環動態管理

新京都南病院にて、常勤医師として以下の先生
方が入職されましたので、ご紹介を致します。

みなみ

地域連携室だより

vol.

京都南病院グループ各施設
西京極診療所

※診療時間など詳細は、各施設にお問い合わせください。

医療法人 健康会

〒615-0813
右京区西京極佃田町 17

〒600-8876
下京区西七条
南中野町 8

Tel 075-314-2866

京都南病院

第二南診療所

Tel 075-312-7361（代表）

卍

西 本 願 寺

〒600-8863
下京区七条御所ノ内本町 15

京都駅

伏見区
新京都南病院

24 時間 365 日
救急時間外対応

〒600-8861
下京区七条御所ノ内北町 94

Tel 075-322-3344

三栖診療所

せんぼん診療所

伏見診療所
伏見ぬくもりの里

〒612-8227
伏見区三栖向町 757-1

〒600-8835
下京区観喜寺町 10-15

〒612-8089
伏見区銀座 3 丁目 318

Tel 075-601-0739

Tel 075-341-7868

Tel 075-611-2324
至 R24

大手筋通

丹波橋通
丹波橋駅

京橋

下坂橋通

NTT●
大手筋通

GS●
御香宮
●

国道 号線

中書島駅

毛利橋通

伏見診療所
両替町通

東高瀬川

ローソン
●
モリタ製作所
●

三栖診療所
阪
京

医療法人 健康会

京阪

Tel 075-314-1211

河原町通

〒600-8865
下京区七条御所ノ内西町 68

ぬくもりの里

烏 丸 通

西洞院通

堀 川 通

ぬくもりの里

内浜
診療所

通

JR 山陰本線

新京都南病院

グループホーム

Tel 075-321-0295

条

グループホーム

介護老人保健施設

ぬくもりの里

Tel 075-361-3833

第二南
診療所

七

駅
都西
路京
梅小

京都南病院
介護老人保健施設

壬生川通

七本松通

西大路通

佐 井 通

せんぼん
診療所

医療法人 健康会

ぬくもりの里

〒600-8146
下京区七条通河原町東入材木町 460

Tel 075-371-1465

七条御前

西京極
診療所

内浜診療所

N
▲

〒600-8344
下京区東中筋通
花屋町下ル柳町 332

24

伏見桃山駅

総合病院 京都南病院

新京都南病院

〒600-8876 京都市下京区西七条南中野町 8
TEL 075-312-7361（代表）

〒600-8861 京都市下京区七条御所ノ内北町 94 番地
TEL 075-322-3344

標榜科目

標榜科目

内科、
外科、
小児科、
婦人科、
耳鼻いんこう科、
眼科、
皮膚科、
泌尿器科、

内科、外科、小児科、婦人科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、

整形外科、
脳神経外科、
麻酔科、
心療内科、
リウマチ科、
リハビリテーション科、

整形外科、脳神経外科、麻酔科、
アレルギー科、
リウマチ科、
リハビリテー

神経内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、

ション科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、形成外科、

形成外科、こう門外科、放射線科、精神科、糖尿病内科、臨床検査科

こう門外科、放射線科、糖尿病内科、消化器外科、病理診断科、

（精神科・心療内科・小児科は事前にお問い合わせください。
）

臨床検査科、救急科（小児科は事前にお問い合わせください。
）

診療時間

診療時間
【月～金】午前診（受付） 8：30～12：00 （診察） 9：00～12：00

【月～金】午前診（受付） 9：00～12：00 （診察） 9：30～12：00
夜

午後診（受付）13：30～16：30 （診察）14：00～16：30
【土】

水曜日は診療開始時間が 17：30 からになります。

午前診（受付） 8：30～12：00 （診察） 9：00～12：00

特殊外来は上記時間と異なりますのでお問い合わせください。

診（受付）16：30～19：30 （診察）17：00～19：30

【土】

午前診（受付） 9：00～12：00 （診察） 9：30～12：00

●お薬は「院外処方」になります。
●夜診は「内科」
・
「外科」の 2 診察体制です。

【急患対応のご案内】日 ･ 祝日を含む診療時間以外の時間外診療および救急車での
来院については、すべて新京都南病院で診療いたします。

急患のご連絡は

TEL

075-322-3344

法人理念：全人的医療の希求

関連施設 介護老人保健施設ぬくもりの里

居宅介護支援事業所ぬくもりの里

三本の柱

グループホームぬくもりの里

•みんなのかかりやすい病院
•よりよい医療をめざす病院
•社 会 の 進 歩 に 役 立 つ病院

居宅介護支援事業所京都南病院
健康管理センター（人間ドック・職域健診など）
在宅訪問センター
在宅療養部 訪問看護ステーションみなみ 訪問リハビリテーション
サービス付き高齢者向け住宅

伏見ぬくもりの里

http://www.kyotominami.or.jp/
本誌に関するお問い合わせは
minami_kouhou@kyotominami.or.jp

メールアドレス :

