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内科医師

（ きんどう ゆうき ）
金道 勇気

今年度より勤務させて頂きます。

金道勇気と申します。

できるだけ早く慣れて、地域の医

療に貢献できるよう頑張って行き

たいと思います。

平成２５年の社会医療法人認定後、無事５年が過ぎ、６年目の年度がスタートしました。

この間、まるで医療の進歩、医療関係者の弛まない努力による平均寿命の延びを否定するか

の如く社会医療保障費の増加を抑制しようとする国の政策の下に、診療報酬の改定が行われ

てきました。

特に前回の平成２８年度改定に際し、当院は医療療養病床の医療区分制約への対応が遅れ

たこともあり大きな減収を余儀なくされましたが、平成２９年度は皆様の“戦う集団”としての意

識が実を結び、現状良好な収支を維持できております。また、今年４月の医療・介護の同時改

定では、報酬本体はともに約０．５％のプラスとなっておりますが、詳細は中小の病院にとって

厳しい改定となりました。

病院トップの人事として、長年院長として当院を牽引して頂きました前川先生が院長職を辞し、

名誉院長に就任されました。そして、新たに病院長として石村先生が就任しました。前川先生指

導の下、しっかり積み上げ、構築された病院としての組織力を土台として、推進力あふれる石村

先生を旗頭に「明治橋軍団」で攻勢に出れば今年度の医療・介護の同時改定を乗り切れるもの

と確信しております。

新体制の下、厳しい医療情勢ではございますがこれに臆することなく職員一同一丸となって地

域医療に貢献していく所存です。地域の皆様のご支援ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

平成３０年４月１日

整形外科医師
（ ふじもと かずや ）

藤本 和也
４月から整形外科勤務となりまし

た藤本和也です。

医師４年目で至らない点が多々あ

るかと思いますが、明治橋病院の

一員として地域貢献できるよう精

いっぱいがんばります。
よろしくお願いします。

泌尿器科医師

（ にん ゆきひろ ）
任 起弘

本年４月より明治橋病院泌尿器科

に配属となりました任起弘と申し

ます。

医師８年目とまだまだ若手ですが、

地域医療に貢献できるよう頑張り

ますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

社会医療法人 垣谷会

理事長 垣 谷 隆 介



◆材料（10本分）
・ａ．筍 100g 【合わせ調味料】
・ｂ．牛コマ 150g ・中華だし 小さじ1弱
・ｃ．長ネギ 1/4本 ・お湯 大さじ2
・春巻きの皮 10枚 ・砂糖 大さじ1弱
・水溶き片栗粉 適量 ・醤油 大さじ1
・塩コショウ 少々 ・酒 大さじ1
・サラダ油・ごま油 ・オイスターソース 大さじ1

小さじ1（炒め用）

◆作り方
１ ａ．ｂ．ｃ．はそれぞれ千切りにします。
２ 熱したフライパンに、サラダ油・ごま油を入れ、ａ．ｂ．ｃ．を炒め、塩コショウで味を調えます。
３ 火が通ったら、合わせ調味料を入れ、均一になるように混ぜます。
４ 水溶き片栗粉を入れて、とろみをつけて冷まします。
５ 冷めたら春巻きの皮で巻き、キツネ色になるまで揚げます。

筍と牛コマの春巻き
旬の筍を使って簡単な春巻きはいかがですか？

院内の部署別火災訓練を毎月実施しています。

今月は2月27日（火）人工透析室で実施しました。

人工透析室の洗面所から出火したと想定し、以下の4項目の

訓練を行いました。

①火災の発見及び応援要請

②初期消火活動

③消防署への通報

④患者様の避難活動

患者様が安心して透析治療を受けられるよう、今後も訓練を

重ねていきます。

平成30年3月11日（日）松原市総合防災訓練に参加しました。
大規模災害にてバス内に負傷者が多数発生したと想定し、市役所・消
防署・医師会・明治橋病院・阪南中央病院・松原徳洲会病院による合
同訓練を行いました。
救急隊による救出、現場トリアージ、無線機等を使用した救急搬送と、
自己来院傷病者の治療を各病院別に行いました。
今後も訓練を繰り返し行うことで、災害時の迅速な対応に備えたいと
思います。



【検査部の紹介】 
 
当検査部では、6 名の臨床検査技師（国家有資格者）が業務に携わっており、

日本臨床検査技師会・大阪府臨床検査技師会に所属し、研修会等に参加し常に

最新の知識を得て技術の向上に努めています。 
業務内容を大きく分けると、検体検査（生化学検査、血液検査、一般検査、

免疫血清検査、輸血検査、病理検査、細菌検査）と生理機能検査（心電図検査、

肺機能検査、超音波検査、脳波検査など）があります。高度医療機器・医療情

報システム（電子カルテシステム）を連携して利用することにより、迅速かつ

正確な検査データを診察時に提供しています。 
また、日本医師会や大阪府医師会が主催する精度管理プログラム・各種外部

精度管理へ参加し検査の正確性を保証しつつ、正確な検査結果を報告できるよ

う心がけています。 
さらに、病院内チーム医療の一員として感染対策チーム、糖尿病チームや企

業健診などにも参加しています。 
常に臨床検査の質を高め、より“迅速かつ正確”な検査結果を提供できるよ

うに日々努力しております。 
 
 
 

    
〈 生 化 学 分 析 装 置 〉      〈 超 音 波 装 置 〉   



●受付時間
平日 午前診 8：00～12：00

夜 診 13：30～19：00
土曜 午前診 8：00～12：00

●診察時間
平日 午前診 9：00～12：00

夜 診 17：00～19：00
土曜 午前診 9：00～12：00

●交通アクセス

〒580‐0045 松原市三宅西1‐358‐3

電話 072‐334‐8558 ＦＡＸ 072‐334‐8537
http://www.meijibashi.or.jp/

●外来診療担当医表(平成30年4月1日～)

【 対象者 】

・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機

能に障害を有する者（内部疾患による身体障害者手帳1級もしくは、それと同等であると医師が診断された人）。

・65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

※上記の定期接種対象者を除く70歳以上の人は、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業により、任意接種とし

て予防接種を受けることができます。（助成の接種回数は1回のみ）

【 費 用 】

○公費による接種の場合・・・4,500円（税込）

○任意による接種の場合・・・7,560円（税込）

○生活保護を受給の場合・・・ 「接種費用免除対象者証明書」を持参の方は費用は不要。

【 受付方法 】

○当日受付へお申し込みしてください。（予約は承っておりません）

平日（月～土）８：００～１１：３０までの間にご来院頂き、受付後に問診表の記入をお願いします。

お早めの予防接種を
お薦めします!!

月 火 水 木 金 土

一診 石村 垣谷 越智 垣谷 石村 古西

二診 越智 石川 桑村 大塚 小川 金道

三診 木村 村上 安田 木村 安田 安田

外科 小山 河本 永井 小山 河本 永井

一診 玉置 曲直部 玉置 玉置 曲直部
1、3、5週　曲直部

2、4週　半田

二診 曲直部 藤本 半田 藤本 半田 (受付11時30分まで)

脳神経外科 竹嶋 前川 宮前 竹嶋 宮前

泌尿器科 牧野 任 河合 牧野 行松 任

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 有宗 有宗

皮膚科 岡橋 山内

形成外科 平野

内科系

外科系

内科

整形外科

夜診 午後5時～午後7時まで医師交代制で診察を行っています
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