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当病院では無料・低額診療制度を実施しています。

renewal news

3階

往診センターを開設
２０１２年８月から着工した吉祥
院病院増改築工事︒２０１３年２月
に︑３階の改修をすすめた第２期工
事が完了しました︒
新しい３階には︑私たち吉祥院病
院のリニューアル事業計画の柱とな
る二つの部門が新しく入っていま
す︒ひとつはリハビリテーション室︑

を病院

月に在宅専門

もう一つは在宅医療部です︒
在宅医療部は昨年
あらぐさ診療所

療養生活を

時間体制でサポートし

性期病院からの在宅復帰や在宅での

ニューアルした一般病棟と共に︑急

を 行 っ て い ま す︒ 第 １ 期 工 事 で リ

能強化型在宅療養支援病院の届出

に統合して誕生しました︒同時に機

診療所の

10

患者さんのお宅で行う訪問リハビリ

ンを行っていきますが︑将来的には

さんを対象にしたリハビリテーショ

ビスを組み合わせて患者さんの在宅

要というような場合に︑複数のサー

要︑介護するご家族の負担軽減が必

時間体制

での療養と生活の両面を

複合型サービスを開始

テーションを予定しています︒

が欠かせません︒来年度は入院患者

機能を維持するリハビリテーション

日 常 生 活 活 動 の 機 能 を 回 復 し た り︑

し続けるには入院治療などで落ちた

して再出発の予定です︒在宅で暮ら

す︒本年４月から新たに体制を強化

を支えるのがリハビリテーションで

域の患者さんの在宅での療養と生活

在宅医療部︑一般病棟とともに地

ていきます︒

24

月開設予定です︒

は︑第４期工事終了後の２０１３年

でサポートします︒複合型サービス

24

けでは成り立ちません︒まず患者さ

されている患者さんを

両方の機能をアップし︑在宅で療養

リニューアルにより医療と介護の
んの生活を成り立たせる必要があり

支援する地域の総合ケアセンターと

き︑利用料は月ごとの定額です︒
退院できたが家での生活はまだ不
安︑日常的に看護師によるケアが必

時間体制で
ます︒そのためには︑ご家族や介護

しての役割を果たします︒

名までの利用者さんが利用登録で

組 み 合 わ せ た 機 能 を 持 っ て い ま す︒

ショートステイ︑訪問看護・介護を

介護保険サービスで︑デイサービス︑

から新たに設置された地域密着型の

複合型サービスは２０１２年４月

合型サービス﹂を開設する予定です︒

今回のリニューアルでは︑新たに﹁複

険 サ ー ビス を 提 供 して き ま し た が︑

て︑患者さんの生活を支える介護保

デイサービスなどの事業所を開設し

パーステーション吉祥院︑あらぐさ

吉祥院訪問看護ステーション︑ヘル

院 で は 医 療 サ ー ビスの 提 供 のほ か︑

生活援助が欠かせません︒吉祥院病

保険サービスによる患者さんの介護・

在宅での療養は︑医療サービスだ

10

24
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在宅で、住みなれた地域で
安心して療養するための
在宅療養支援病院です
25

複合型サービス
往診センター

2階

1階

renewal news

健康食品？ サプリメント？

１３年９月の予定ですが︑前号でも

すべての工事が完了するのは２０

椅子や手押し車の方が通れるスロー

これまで正面玄関にはなかった︑車

正 面 玄 関 が 変 わ る こ と に な り ま す︒

診療を行えるようになります︒

内科 内科 内科
１診 ２診 ３診

外科診

新しい診察室・待合スペースにリニューアル

お知らせしたとおり︑２階の入院病

プも新設します︒

明るい正面玄関に

棟など完成した場所から順次移行し

て使用しています︒

３月からは１階北側の工事を開始

さん取り入れ︑明るいスペースに生

工事の進捗にもよりますが︑６月

日の月曜日から変更する予定で

10

まれ変わります︒診察待合スペース

も︑﹁診察の待合﹂と﹁会計の待合﹂

ご意見お待ちしています

spring

みなさんが利用しやすい環境をつ

2013

す︒正面玄関を変更して新しくなり

村上広幸

5

を区別して︑快適に利用してもらえ

は看護師にお問い合わせください。

くっていきますので︑もうしばらく

で10キロ減に成功した方もおられます。くわしく

事務次長

かなか難しいダイエットですが、専門家のサポート

ますが︑外来の受付方法に変更はあ

曜日、金曜日の昼、担当は中野医師）
。一人ではな

るように改善します︒診察の待合も

ポートをする体制＝生活習慣病外来があります（火

の間︑リニューアル工事へのご協力

ができます。

養士、看護師がチームで患者さんのダイエットをサ

りません︒再来受付機も入り口正面

もダイエットが大事です。吉祥院病院では医師、栄

の会健診」でより詳しい健康チェックをうけること

血症、高コレステロール血症）の場合、治療上から

ガラス窓を多用して明るいスペース

を受けることができます。特定健診と合わせて「友

特定健診には入っていない胸部レントゲン撮影など

をお願いします︒工事をすすめてい

太っている方で高血圧や糖尿病、脂質異常症（高脂

栄養士・看護師のチームとともに

に配置します︒

吉祥院健康友の会会員の方は「友の会健診」として、

胸部レントゲン撮影など

にします︒

ダイエットのサポート

る現在も﹁待合スペースなどをどの

友の会会員の方向け健診

６月以降は︑これまで使用してき

ださい。

診察室は︑内科と外科・整形外科・

入をして受診券と一緒に病院の窓口に持ってきてく

ようにすれば快適な空間として利用

から大きな封筒が送られてきますので、問診票に記

た内科や正面玄関の部分を工事し

よって費用は異なります）。京都市国保なら区役所

泌尿器科を隣り合わせにします︒こ

受けることができます。加入している保険などに

してもらえるのか﹂と職員で検討を

健診内容：特定健診・特定保健指導・事業所健診

のが特徴です（無料から1,500円程度の自己負担で

て︑新たに超音波検査室や介護施設

ください。

ら補助が出ますのでとても安く受けることができる

れまでは離れた場所にありましたの

いただきます。健診担当者にお気軽にお問い合わせ

した40歳以上の方のための健診です。健康保険か

重ねています︒ご意見があれば︑ぜ

らどんな健診が受けられるのかをアドバイスさせて

などをつくります︒工事完了後には︑

？ ￥

は、あなたのご住所や年齢、医療保険の種類などか

で︑同時に診療される方にはご不便

メタボリックシンドロームの早期発見治療を目的と

が、市民健診の代わりにできた国の制度です。主に

ひお寄せください︒

るとあれこれと面倒な気がしますね。吉祥院病院で

用はどれだけかかるの？実際に健診を受けようとす

患者さんに利用してもらえる自動販

特定健診というと難しく聞こえるかもしれません

40歳以上の方のために

をおかけしていました︒診察室には

手続きはどうすれば良いの？どんな書類が必要？費

お気軽にご相談を

売機コーナーも新設します︒

お得な特定健診

電動ベッドを配置して︑スムーズな

どんな健診が受けられるの？

しており︑外来通院されている患者

を利用してみてはいかがでしょうか？

以前︑病院の東南角にあった木造

変えるのは難しい。そんな日常生活を見直すきっかけの一つとして健診

さんにはご不便をおかけして申し訳

続けるのはなかなか難しいですね。改善しなければとわかってはいても

家屋や駐輪場・スロープの所に増築

ものが無くなってしまう気がします。カロリーを消費するための運動も

ありません︒現在行っている工事が

いものが多いです。塩分やカロリーなどいちいち気にしていたら食べる

した建物の１階が正面玄関になりま

なものがほとんどです。家の食事も揚げ物など人気があるものは脂っこ

完了すれば︑新しい診察室や待合ス

牛丼やラーメン、ハンバーガーなど安くて美味しい食べ物は高カロリー

す︒ガラス窓を多用して外光をたく

075-672-1331へ！

ペースが完成します︒また︑病院の

その前に健診です！

お問い合わせは

明るく快適な外来空間へ

お誕生月には
健診をうけましょう

内視鏡室

待合室

受付
ホール

自転車置場

スロープ

外来
入口
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看護部理念

お 知 ら せ

吉祥院病院

1. 私たちは、患者さんの人権を尊重し、ひと

りひとりの背景や個性を大切にした看護・

看護師大募集中

介護を提供します。

外科外来が
移動します

2.私たちは、地域から信頼していただける病
院をめざし、あたたかなサービス提供を心
がけます。

３月〜６月の間、正面玄関入っ
てすぐ左側に変更となります。工
事期間中はご迷惑をおかけします

病院のすぐ近くに保育所があり、

スタッフの想い

仕事と子育てが両立できます。

患者さんは高齢の方が多く、年相応の認知症を抱え入院されてこられます。

が、ご了承ください。

子育てママも
安心★

時には暴れたりされますが、病気がそうさせてしまっています。決して怒ら

子育てママにはとても優しい職場です。

ず、原因を考え、理解することが大切です。
何もできないと諦め、決め付けるのではなく、その人ができることを見つけ
てあげて、評価します。看護師が諦めてしまえば、何も始まりません。

玄関

外科外来は
こちら

患者さんに笑って接しています。笑顔はとても大事です。

吉祥院病院は、医療・介護に力を入れた、地域密着型の病院です。

患者さんだけでなく、ご家族も大事にしています。ご家族の方は、患者さん

比較的病状の安定した患者さんを中心に医療を行いながら、

の様子が分かると安心されます。

急性期病院と連携して適切な医療の提供と、

勉強はとても大事。患者さんを守るため

入退院の援助を行っています。

の基礎知識があっての看護です。
普段の何気ない話しから、たくさんコ
ミュニケーションをとっています。自分

地域で生まれた地域の病院。

自身が笑顔で患者さんと接することで、
患者さんも笑顔で接して下さいます。

60年前、戦後の荒廃と貧困の中、
「お金の心配をしなく
ても安心してかかれる病院が欲しい」という地域の人

勤務形態

病棟

三交替制（8:30 〜 16:30

外来

二交替制（8:30 〜 16:30

16:30 〜 24:30

24:30 〜翌8:30）

13:00 〜 21:00）

所定労働時間週37時間（1日8時間拘束、実労働7時間）
※勤務時間はご相談ください。
休日・休暇

休日／日曜・祝日、土曜半日（時短）、指定公休による4週6休制
休暇／夏期3日、年末年始6日、年次有給休暇初年度10日、2年目14日(1
年毎に1日加算、最高20日)、生理休暇、産休・慶弔・結婚など

編集後記

特別休暇、リフレッシュ休暇

去る２月１日（土）に吹いた強

福利厚生

保養所あり、スポーツクラブ契約、映画・演劇・コンサートなど鑑賞

い風は、南の暖かさを運び昼間は
暑いくらいでした。立春から春分
の間、その年に初めて吹く南より
の強い風を春一番といいますが、
この時の強風はそれとは違うよう
です。病院増改築も３期工事の

寮（ワンルームマンション）、各種社会保険完備、共済制度（医療費補助、
補助など）

給与

初任給

たちの願いから、吉祥院病院は生まれました。60年経っ
た今でも、地域に根をおろし、患者さんの立場に立った
医療活動を展開しています。

他に住宅手当、家族手当、時間外手当、夜勤手当など

に立ち、
１.「総合性と継続性」… 急性期・慢性期と分断され、医療が専門
分化する中で、患者の生活と労働を見据
る「総合性と継続性」
２.「無差別性」………… 高齢者や貧困層をはじめとして、生命に
対する差別が持ち込まれる中で、誰もが

通勤手当、深夜の出勤・退勤時のタクシーチケット支給

平等に医療・看護を受けられる「無差別
性」

ニューアルオープンを目指し職員

族の立場に立ち、ともに医療や介護をす

卒皆様のご協力をよろしくお願い
申し上げます。

（石）

075-691-3429

いとの考えからです。一人でも多くの人が必要な医療
を受けられるよう、個室は病状など必要に応じて入っ

無料低額診療事業

出発し」「患者と共にたたかう」という「3つの視点」

３.「民主性」…………… 職員間でも自由に意見を述べ、患者と家

す。ご不便をおかけしますが、何

金のあるなしで受けられる医療が差別されてはならな

吉祥院病院では「患者の立場に立ち」「患者の要求から

昇給年１回、賞与年２回、勤続１年以上より退職金制度あり

お問い合わせください

吉祥院病院は差額ベッド料はいただいておりません。お

ていただいています。

打ち合わせに入っており、夏のリ
一丸となって日々奮闘しておりま

差額ベッド料のない病院

私たちの大切にしている看護

え、在宅を含めた総合的な看護を追求す

208,100円（専門学校卒）

いのちは平等です。

医療を受けることは、すべ
ての人に保障された権利で
す。無料低額診療事業とは、
医療費の心配で病院にかか
れない方に、無料、または低
額な料金で治療を受けてい
だたく制度で、「生活背景・
社会背景も診る」民医連医
療の実践の一つです。

すめていく「民主性」
４.「人権」｢運動」 …… 一人ひとりの患者の人権を守り、要求に
応える看護実践とともに、社会の運動と
あわせて問題を解決していく「人権」と
｢運動」
の4点を大切に看護を行っています。
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外来診療体制のお知らせ
2013 年 4 月現在

内

１診

科

朝

２診

月

火

水

木

金

土

近藤

近藤

清洲

三浦

近藤

近藤

清洲

三浦

三浦

３診
外科

１診

井上

（３診）

（予約制）

出口

１診

近藤

２診

清洲

合され、吉祥院病院在宅医療部と
なりました。電話番号に変更はあ
りません。TEL.075-691-3129

神経内科

谷村

科

spring

内

2013

春
No.22

外科

民医連

昼

三浦

近藤

あらぐさ診療所は吉祥院病院に統

倉田

倉田

鈴木

三浦

近藤

長岡

近藤

（糖尿病）

中野

中野

（生活/卒煙）

泌尿器科

内
科

沢田

中野

田中

２診

池野

細野

三浦

診療体制は事前に告知なく変更する場合
があります。ご了承ください。
◎昼は予約制の診療です。事前の予約を
お願いします。
朝・夜は一部が予約制です。
予約に関することは「予約・相談コー
ナー」でお尋ねください。

夜
３診
外科

吉祥院病院
連絡先／〒601-8314

吉祥院病院で実施中の健診

公益社団法人 京都保健会

１診

１診

沢田
泌尿器科

◎内科の急患の方（16歳以上）は、朝８
時から夜９時まで、受付時間外でも診
療します。

長岡

○特定健診は医療保険者が行う健診です。健診を受けるためには医
療保険者が発行する『受診券』と『健康保険証』が必要です。
対象となる方

①京都市国民健康保険
②被用者保険者の被扶養者(家族)※

対象年齢

自己負担額

40 〜
保険者により異なります
74歳
の方

③国民健康保険組合※

夜 16 : 30 〜 20 : 00

診療開始は朝9 : 00、夜18 : 00
（月・金曜日の夜の内科は17 : 30）

（生活/卒煙）

１診

朝 8 : 00 〜 11 : 30

受付
時間

（①京都市国保は500円）

○京都市民の方が受けていただける健診
京都市国民健康保険の特定健康診査とほとんど同じ内容で
す。対象になる方には京都市から案内がとどきます。
対象となる方

自己負担額

④京都市民の後期高齢者医療の被保険者

負担はありません

⑤京都市民の生活保護受給者

※②被用者保険と③国民健康保険組合は受診いただけない医療保険者があ
ります。病院窓口または電話にてご確認ください。
上記の健診制度の対象でない方も、吉祥院健康友の会の健診など受けていただける健診制度がありますので、当院健診担当者までお問い合わせください。

連絡先：保健管理課

電話075-691-6473（直通）

エリアマップ

七条通

線

道

海

新幹線

東海道

バス停
「吉祥院車道町」

中信

吉祥院病院

バス停
「西大路九条」
九条通

あゆみ薬局
政所
児童公園

ジャスコ

葛野大路通

FAX 075-691-3477

久世診療所

西大路通

久世橋

九条診療所
九条診療所歯科
河原町通

十条通

十条

吉祥院病院

交通のごあんない
●公共交通でお越しの方
JR 西大路駅徒歩 7 分
市バス「西大路九条」下車
南西へ徒歩 5 分
市バス「吉祥院車道町」下車
南東へ徒歩 5 分
●お車でお越しの方
西大路九条の交差点を西へ
１つ目の信号を南へ 200m
病院の南西方向に駐車場があります

九条通

居宅支援吉祥院病院

東九条訪問看護
ステーション

地下鉄烏丸線

東
ＪＲ

京都
タワー
京都

路

大

西

西本願寺 東本願寺

烏丸通 九条

Ｎ

葛野大路通

TEL 075-672-1331

ISO 9001 認証取得

京都市南区吉祥院井ノ口町43
TEL 075-672-1331
FAX 075-691-3477
http://www.kissyouin-hp.org/

吉祥院病院

東寺 近鉄京都線 十条

〒601-8314

吉祥院病院

西大路通

京都市南区吉祥院井ノ口町43

公益社団法人 京都保健会

民医連

西浦児童公園
西政所
児童公園

吉祥院病院広報誌
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