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介護事業部

老人介護支援事業所
老人介護支援センター洛和ヴィラ桃山

高齢サポート・朱雀 京都市朱雀地域包括支援センター
高齢サポート・音羽 京都市音羽地域包括支援センター

京都市地域包括支援センター（京都市委託事業）

京都市中京区地域介護予防推進センター
京都市地域介護予防推進事業（京都市委託事業）

地域包括支援センター（文京区委託事業）
高齢者あんしん相談センター大塚/大塚分室

洛和会医療介護サービスセンター

居宅介護支援事業所
修学院 醍醐駅前 坂本
北花山 洛和ヴィラ天王山 洛和ヴィラ南麻布
山科 宇治琵琶 大塚介護保険サービスセンター
音羽 大津
洛和ヴィラ桃山 石山寺

介護
在宅から施設サービスまで、
当会の医療や保育事業とも連携した
質の高いサービスを展開しています。

在宅サービス
利用者さんが暮らし慣れた地域で、自立した
質の高い生活を送れるよう支援します。

洛和会訪問看護ステーション
北大路 四条鉾町 桃山 大津
壬生 西京桂 醍醐駅前 石山寺
右京山ノ内 山科 天王山 坂本
東大路 音羽 東向日

訪問リハビリテーション
洛和会丸太町病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
洛和ヴィラウラノス
洛和ヴィラサラサ

洛和ヘルパーステーション
丸太町 音羽 醍醐駅前 坂本
山科 桃山 石山寺

洛和デイセンター
〈通所介護・介護予防通所介護〉
北野白梅町 四条鉾町 ウラノス
西ノ京 音羽 宇治琵琶
右京山ノ内 音羽のさと 南麻布
百万遍 リハビリテーション音羽 文京大塚高齢者在宅サービスセンター
修学院 桃山
〈通所リハビリテーション・
  介護予防通所リハビリテーション〉
イリオス（短時間型通所リハビリテーション）
サラサ（通所リハビリテーション・短時間型通所リハビリテーション）

福祉用具貸与・販売/住宅改修など
ウエルネット

洛和看護小規模多機能サービス
壬生 音羽

洛和小規模多機能サービス
花園 山科西野
西院 伏見竹田

洛和グループホーム
二条城北 四条鉾町 伏見竹田 大津若葉台
西ノ京 桂 醍醐寺 石山寺
壬生 久世 亀岡千代川 坂本
太秦 桂川 大山崎 守山大門
右京山ノ内 勧修Ⅱ番館 天王山 瀬田
右京常盤 山科小山 宇治琵琶 
花園 山科鏡山 京田辺
西院 山科西野 八幡橋本
百万遍 醍醐春日野 大津

住み慣れた地域やご自宅で、
心身の状態などに応じた“第２の家”のような
あたたかいサービスを提供します。

地域密着型サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護医療院
洛和ヴィラよつば

介護老人保健施設
洛和ヴィライリオス 洛和ヴィラウラノス
洛和ヴィラアエル 洛和ヴィラサラサ

障害者支援施設
洛和ヴィラ桃山Ⅱ番館

施設サービス
日常生活のお世話から介護まで
必要に応じた施設で、一人一人に合った
サポートを行います。

教育
洛和会京都厚生学校
洛和会介護教育センター

研究
洛和会京都医療介護研究所
洛和会京都音楽療法研究センター
洛和会京都医学教育センター
洛和会学術支援センター

関連事業部門
ウエルネット（本社・京都西支店・大津支店）
障がい者就労支援事業所 らくわ
洛和会資材センター
洛和会搬送部門【トランスポート】
・救急患者搬送サービス
・介護タクシー
洛和会情報システム部門
洛和会施設管理部門
洛和会会計・給与部門
洛和会企画広報部門

介護付有料老人ホーム［特定施設］
洛和ホームライフ御所北 
洛和ホームライフ室町六角 
洛和ホームライフみささぎ
洛和ホームライフ四ノ宮
洛和ホームライフ山科東野

サービス付き高齢者向け住宅
洛和ホームライフ北野白梅町
洛和ホームライフ音羽

高齢者向け住宅
ケアの専門家が在駐し、高齢者の方が安心して
生活できる賃貸型住宅サービスです。

健康
充実の医療ネットワークと
多様な健診メニューで疾病予防に貢献します。
企業出張健診や特定保健指導も行っています。

洛和会京都健診センター
［ 洛和会音羽病院 健診センター・洛和会東寺南病院 健診センター ］

健診・人間ドック

洛和東桂坂保育園（認可保育園）
洛和桂小規模保育園（小規模保育事業）
洛和桂川小規模保育園（小規模保育事業）
洛和大塚みどり保育園（小規模保育事業）
守山市立吉身保育園（指定管理者）
守山市立吉身保育園 分園（指定管理者）
洛和みずのさと保育園（認可保育園）
京都市音羽児童館（指定管理者）
京都市新道児童館（指定管理者）
京都市大塚児童館（指定管理者）
京都市花山児童館（指定管理者）
京都市深草児童館（指定管理者）
洛和山科小山児童園 てくてく親子教室
洛和御所南学童クラブ
洛和若草保育園
［ 洛和会音羽病院 院内保育室・事業所内保育事業 ］
洛和会音羽病院 病児保育室 よつば
洛和イリオス保育園（企業主導型保育事業）

子ども未来事業部

子どもたちの健やかな成長を導き、
保護者が安心して働くことができる
環境をサポートしています。

保育

矢野医院
二条駅前クリニック
丸太町リハビリテーションクリニック
西洞院仏光寺クリニック
淀みづクリニック

洛和メディカルスポーツ京都丸太町
（医療法第42条施設）

クリニック

医療
5つの病院と5つの提携クリニックで、
救命救急、急性期、慢性期、在宅、
そして予防まで幅広く対応しています。
病院

高度なシャント手術と透析治療を中心とする腎疾患総合病院
洛和会音羽記念病院
TEL 075（594）8010㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

地域包括ケアを支えるリハビリテーション病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
TEL 075（581）6221㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

透析機能を強化し地域の医療を支える病院
洛和会東寺南病院
TEL 075（672）7500㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

地域に根差した急性期病院
洛和会丸太町病院
TEL 075（801）0351㈹　　予約▶       Ⓡ0120（489）244
医療関係者向け▶☎075（801）0372（地域連携課）

急性期医療とがん治療を中心とした総合病院
洛和会音羽病院（救命救急センター）
TEL 075（593）4111㈹　　予約▶       Ⓡ0120（489）300
医療関係者向け▶        Ⓡ0120（607）489（地域連携課）

本 　 部

洛和会ヘルスケアシステム 本部
〒607-8064
京都市山科区音羽八ノ坪51-4
TEL 075（581）1763（代）

医 療 法 人

医療法人社団 洛和会
〒604-8405
京都市中京区西ノ京車坂町９

社 会 福 祉 法 人

社会福祉法人 洛和福祉会
〒612-8006
京都市伏見区桃山町大島38-528

学 校 法 人

学校法人 洛和学園
〒607-8064
京都市山科区音羽八ノ坪53-1

各施設のマップ▶ 公式
LINEアカウント

洛和会ヘルスケアシステム

地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
洛和ヴィラ天王山 文京大塚みどりの郷

洛和ヴィラ桃山 洛和ヴィラ南麻布
洛和ヴィラ大山崎 洛和ヴィラ文京春日 

丸太町病院 北大路店 四条鉾町店
音羽病院 丸太町店 西京桂店
音羽記念病院 三条会店 音羽病院前店
音羽リハビリテーション病院 右京山ノ内店 醍醐駅前店
東寺南病院 右京常盤店 淀店
北野白梅町店 東大路店 大津店

洛和会ヘルスケアシステム会報誌
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患者さんとともに歩む
肺がんチーム医療

洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科

麻酔管理ができる
看護師が誕生

特

　集

洛和会ヘルスケアシステムは
持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。
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患者さんとともに歩む

肺がんチーム医療
肺がんは男性に多く、全がん種のなかで死亡者数が一番多いがんです。

洛和会音羽病院では、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科が

協力して患者さんに適切な治療を行っています。

土谷 美知子
つち や み ち こ

洛和会音羽病院
呼吸器内科 部長

一瀬 増太郎
いちの せ ます た ろう

洛和会音羽病院 副院長
呼吸器外科 部長

石田 祐一
いし だ ゆう いち

洛和会音羽病院
放射線治療科 副部長 兼 部長代理

チーム
医療

専門分野

慢性呼吸不全患者に対するNPPV、
びまん性肺疾患の診断・治療、呼吸器疾患全般

専門医認定（資格など）

●日本内科学会認定内科医/総合内科専門医/指導医
●日本呼吸器学会専門医/指導医
●日本呼吸ケア・リハビリテーション学会代議員
●臨床研修指導医
●死体解剖資格認定医

専門分野

放射線治療一般、
消化管の放射線治療

専門医認定（資格など）

●日本医学放射線学会・日本放射線
　腫瘍学会放射線治療専門医
●日本医学放射線学会研修指導者
●日本がん治療認定医機構がん治療認定医
●医学博士

専門分野

呼吸器外科全般

専門医認定（資格など）

●日本呼吸器外科学会専門医
●日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医/指導医
●日本がん治療認定医機構がん治療認定医
●日本胸部外科学会認定医
●日本外科学会外科専門医
●臨床研修指導医
●近畿外科学会評議員
●医学博士

肺がん 男女別罹患率
全国がん登録罹患データ（2018年）

呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科

洛和会音羽病院

男性

66.8％

女性

33.2％

がん種別 死亡者数
人口動態統計がん死亡データ（2020年）

肺がん
75,585人

大腸がん
51,788人

胃がん
42,319人
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左肺

気管支

がんの広がりを精密に検査

　健康診断などで胸部のエックス線撮影により、

肺がんを疑う陰影を認めた場合、まずは転移の評価

も兼ねて胸腹部造影CTを撮影します。骨転移や
リンパ節転移の評価にはPET-CT検査、微小脳転移
の検出には造影MRI検査が有用です。組織診断の
際、超音波気管支鏡を用いて病変に鉗子を誘導

（EBUS-GS）し、生検を行います。そのほか転移の

疑われるリンパ節に対して超音波気管支鏡下に針

生検（EBUS-TBNA）を行います。病変の局在に

よっては放射線科に経皮生検を依頼し、診断確率の

　肺は脊髄、胸骨、肋骨に囲まれた胸郭の中にある

器官で、気管・気管支を通ってきた酸素と静脈血が

全身から運んできた二酸化炭素とを交換しています。

左肺の上葉と下葉、右肺にはそれに中葉を加え、5つ

の袋に分かれています。

　肺がんは近年、増加傾向にあります。がん種別では
死亡者数がもっとも多いがんとして知られており、
特に早期の肺がんは胸部エックス線検査では見つけに

くいことも一因であるといわれています。また、男性に多い
傾向があります。肺がんになる原因はさまざまですが、

たばこを吸わない人に比べて、吸う人は男性では4.5倍、

女性では4.2倍肺がんになりやすいといわれています。

肺の機能と
肺がんの特徴

呼吸器内科

向上に努めています。

　早期がん（ステージⅠやⅡ）の場合は手術や放射線

治療、早期肺がんと確定した場合は呼吸器外科や

放射線治療科に治療を依頼し根治を目指します。

　治療方法については、がん患者さん一人一人に

適切な治療が行えるよう、呼吸器内科、呼吸器

外科、腫瘍内科、放射線治療科といった多診療科が

集まって、キャンサーボード（会議）を開いて決定
します。

03RAKUWA　|    RAKUWA　|　02



　早期肺がんでは手術療法もしくは放射線療法を用い

ますが、進行肺がんの場合は抗がん剤を選択します。
近年は病気の原因に関わる特定の分子だけを選んで

作用する「分子標的薬」やがん細胞が免疫のはたら
きにかけたブレーキを解除し、免疫の働きを活発に

してがん細胞を攻撃するよう作用する「免疫チェック
ポイント阻害薬」の登場により、薬物療法の幅が
広がっています。長期治療になるため、がんに関する

相談ができる「がん相談センター」やリハビリテーション

部など多職種で患者さんやご家族を支援します。

　患者さんの身体状況等により積極的治療を選択しない患者さんには、緩和ケアを目的とした入院病棟を
設置し、退院後のことも見据えて、地域の往診医の先生方と連携を図りながら緩和ケアを行っています。

お困りのことがございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ

洛和会音羽病院
・呼吸器内科
・呼吸器外科
・放射線治療科

洛和会音羽病院
・地域連携課

呼吸器内科TEL 075（593）4111（代）

フリーダイヤル　    0120（607）489
TEL 075（593）7725
月～金曜日 午前8時30分～午後8時
土曜日 午前8時30分～午後5時15分
※日曜日・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）はお休みをいただいております。

呼吸器外科 放射線治療科

緩和ケア病棟がん相談センター

チーム
医療

負担の少ない
胸腔鏡手術

　肺は心臓に近い臓器で、血管には多量の血液が

流れています。当科では主に手術療法を担当しており
ますが、傷は最小限にして安全性を第一に心掛けて

います。患者さんの年齢、肺機能、基礎疾患、肺がんの

進行度などによって、術式を検討します。近年、カメラ

を使って肋骨の間に2～3つの小さな穴を開けて鉗子を

入れる胸腔鏡手術が登場しています。ハイビジョン画面
で病巣をはっきりと見ることができ、傷が小さく、痛み
も少ないのがメリットです。ただ、重さや触った感じの
引っかかり方など触感から判断することができません

ので、慎重を期するためにも皮膚を切って直接肺を

見る従来型の開胸手術を選択することもあります。

　出血や空気漏れのリスクを考え、肺葉ごとに切除

する術式を採用しますが、腫瘍の場所や大きさなどに

よっては、さらに切除箇所が少なくて済む、部分切除

や区域切除を選択できることもあります。

　肺がん手術前には、歯科と連携して口腔内をきれい

にするケアを行います。術後の肺炎や合併症の予防

対策も積極的に導入しています。

　洛和会音羽病院ではリニアックという放射線治療

装置を使い、腫瘍への放射線照射による治療を行って
います。リンパ節や他臓器への転移のない早期の肺がん

には、昨年導入したSBRT（体幹部定位放射線治療）
が有効です。SBRTは呼吸の動きに合わせて多方向から
集中的にピンポイント照射ができます。肺は呼吸に
よって膨らんだり、縮んだりします。そのため照射位置

の微調整が必要ですが、あらかじめ呼吸の動きに

合わせたCT画像を撮り、治療計画時に重ね合わせる

ことで、正確な照射位置を特定することができます。

　放射線療法は手術療法を行うことができない、

リスクの高い方や高齢者にも適用できます。通常の

放射線治療では30回程度の照射が必要ですが、

SBRTでは、4～8回照射（1週間～10日程度）します

（心臓などの重要な臓器が近い部位の場合は線量・

回数の調整が必要になることがあります）。副作用
が少ないので、治療終了後は早期に日常生活に復
帰することができます。
　そのほか、局所進行がんに対する化学放射線療法、

さまざまな症状緩和目的の放射線治療もこれまでと

同様に行っています。

体幹部定位放射線で
早期肺がんを治療

多彩な薬物療法

長期的な視点でケアを提供

呼吸器外科

放射線治療科

®
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公式キャラクターが

誕生しました！誕生しました！

洛和会ヘルスケアシステムの

らくの助の家族の名前を募集します！

です！らくの助らくの助
名前は職員を対象に募集し、決定しました。

よろしくね
！

● らっこ
● 8歳

● 将来の夢はお医者さん
● 好奇心旺盛

● 好物はなすび

作者はイラストレーターの
大山みのりさん

大山さんについては
こちらから

当会からの医療物資が、一人でも多くの命を守る活動
に役立つならば、こんなにうれしいことはありません。
これまでもクリニカ第10病院とは、2017年に洛和会
音羽病院の矢野阿壽加院長補佐が訪問するなど、
人的交流を続けてきました。京都市とキーウは姉妹
都市であることもあり、今後、人的交流を再開できる
ことを期待したいと思います。
また、洛和会ヘルスケアシステムには、ウクライナの

クリニカ第１０病院を含む世界１０ヵ所に姉妹提携病院
があります。それぞれの病院と医療スタッフの相互派遣
を行うなど、お互いに医療の質の向上に努めています。
コロナ対応が続きますが、国際的な連携も再開して
いきますので、それぞれの語学や文化に理解のある
職員の皆さんの自他推薦を待っています。

洛和会音羽病院が姉妹協定を締結しているウク
ライナのキーウにあるクリニカ第10病院は、戦時下
で医療物資の不足など深刻な状況が続いています。
洛和会では2022年3月から洛和会本部担当者が相談
し、病院同士の国際交流の観点から何らかの支援をする
ことができないか、模索を続けてきました。
クリニカ第10病院からは、医療用メス、鉗子などの
医療関連機材をはじめとした医療物資支援の希望を
いただきました。当会がお声掛けする形で、今回多くの
サプライヤーの皆さまにご協力をいただき、短期間に
必要物資を集約することができました。ご尽力をいただき
ました株式会社三笑堂様、株式会社増田医科器械様、
株式会社ホギメディカル様、株式会社ユニメディック様、
株式会社リブドゥコーポレーション様、株式会社ジェイ・
シー・ティ様、ビー・ブラウンエースクラップ株式会社を
はじめとする各社様、そして洛和会関連会社の皆さん
に御礼申し上げます。
支援物資に次いで必要になったのがクリニカ第10
病院までの輸送ルートの確保です。認定NPO法人
テラ・ルネッサンス様、商船三井ロジスティクス株式会社
様はじめ、運送ルート確立に向けて関わってくださった
方々の綿密な検討を経て、2022年8月に支援物資が
京都府から出発しました。ポーランドのワルシャワを
経て、約10日後、無事ウクライナのクリニカ第10病院
から無事物資が到着したとの朗報が届きました。
今なお過酷な状況下にあるウクライナの医療現場で、

トップ
メッセージTOP MESSAGE  vol.3

医療を通じた
国際交流
 理事長 矢野 裕典

や　　　 の　　　　  ゆう　　  すけ

洛和会ヘルスケアシステム

当会理事長 矢野裕典が
インスタグラムを開設しました

仕事のことはもちろん、
プライベートなところまで
幅広く発信していく
予定です。

今月のピックアップ動画
「ウクライナへ届け」
医療物資支援プロジェクトのきっかけとなった
一人の職員にフォーカスしたドキュメンタリーです。

アカウント名

rakuwakai_president

らくの助の詳細はこちらからご覧ください

　地域の皆さんに洛和会ヘルスケアシステムがより親しみを持ってもらいたいとの思いから、
当会のオリジナルキャラクターをつくることにしました。らくの助の「らく」は洛和会、
「助」は助け合いが由来となっています。私たち職員がお互いを思いやる気持ちを持ち続け、
力を合わせて地域に貢献し、また、それらの日々の取り組みが地域の皆さんにとっての
助けや癒しになるよう、これからも努めてまいります。 
　長引く新型コロナウイルス感染症、ウクライナ問題、物価高など暗いニュースが続いて
います。こんな時期だからこそ、らくの助のかわいさで少しでもほっこりとした気持ちに
なっていただければ、と願っています。 
　らっこは“寝るときに流されないよう仲間と手をつなぐ習性がある”という温かいエピソード
があります。今後は家族や仲間も増える予定です。らくの助は、子どもからお年寄りまで
たくさんの人に親しまれ愛されるキャラクターを目指します。皆さんも一緒に育てていた
だければ幸いです。

理事長 矢野 裕典
洛和会ヘルスケアシステム

らくの助のお父さん、お母さん、妹の名前を募集します。
名前が選ばれた方には、賞品もご用意しています。
また、当選されなかった方にも、抽選でらくの助グッズをプレゼント！

ご応募お待ちしています！

2022年10月1日（土）～11月20日(日)応募期間

右記から応募フォームにて入力ください応募方法

どなたでもご応募いただけます対　　象

詳細はらくの助 特設ページをご覧ください https://rhs.rakuwa.or.jp/
rakunosuke/chara-naming/

家族の名前応募フォーム かんたん
入力1分

らくの助 特設ページ

■洛和会ヘルスケアシステム姉妹提携病院一覧

安東病院

クリニカ第10病院

エレグ病院

サン・ハビエル病院

サン・ラファエル病院

上海第六人民病院

聖ジョバンニ新病院

ナ・ホモルツェ病院

メルハイム病院

モンスリ総合病院

韓国

ウクライナ

モンゴル

メキシコ

ブラジル

中国

イタリア

チェコ

ドイツ

フランス

病院名 国
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洛和会ヘルスケアシステム公式キャラクター
「らくの助オリジナルリフレクター」プレゼント！！

丸太町リハビリテーションクリニック（洛和会丸太町病院）
身体機能測定・メタボ予防教室・かけっこ教室など
洛和ホームライフ音羽
注文をまちがえるかもしれない模擬店・ゲームコーナーなど
洛和ヴィラ天王山
体操コーナー・キッチンカーなど
洛和ヴィラ文京春日
模擬店 ・くじ引きなど
洛和イリオス保育園
親子保育体験 ・見学会
京都市花山児童館
児童館まつり

洛和ヴィラ 南麻布 
各種ゲーム模擬店

第32回 洛和会ヘルスケア学会を
開催します。
日程：2022年 10月23日（日）9:20 ～ 15:20
会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区）

 京都市深草児童館 
乳幼児の栄養について（セミナー）
洛和東桂坂保育園 
保育園見学よっといで広場

洛和会東寺南病院 
災害用保存食試食体験・血管年齢測定など
 洛和小規模多機能サービス西院 
介護相談 ・カフェコーナーなど
 洛和グループホーム守山大門 
グループホーム入居体験コーナー・ 
マスク体操など
 洛和みずのさと保育園 
みずのさとすいぞくかんへようこそ
 守山市立吉身小学校

（守山市立吉身保育園） 
ワクワクカーニバル
洛和桂川小規模保育園 
離乳食講座・園見学会
洛和若草保育園 
足形アート ・ハロウィンスライム作り

  洛和会音羽病院 北側駐車場 
地域連携フェスティバル 

（イベントエリア、マルシェエリア、 キッズエリア、看護部エリア）
 洛和会音羽記念病院 
音楽のつどい（洛和会京都音楽療法研究センター） 
健康コーナーなど

※イベント内容は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※写真は過去の洛和メディカルフェスティバルの様子です。 エリアMAP

 2022年10月22日土～30日日期 間

10/22土

　今回は特別講演を3題（テーマ：緩和ケア／救急／医療・介護のAI）
予定しています。
　また、特定・認定看護師セミナー、Art Collaboration Kyoto
美術鑑賞講座、洛和会学術支援センター発表セミナーなども企画して
います。ぜひ、会場まで足をお運びください。

プログラムや発表内容が記載された抄録を公開予定です。
※ログインにはメールアドレスの登録が必要になります。

※数に限りがあります、なくなり次第終了とさせていただきます。
※洛和会ヘルスケア学会では配布しません。

 洛和会音羽リハビリテーション病院 
ボードゲーム体験 ・薬剤師体験など
 洛和ホームライフ北野白梅町 
音楽のつどい（洛和会京都音楽療法研究センター）・パンの配布
 洛和桂小規模保育園 
ジャングル体験

洛和メディカルフェスティバル 2022 開催！！ 第19回
10/26水

8:30 ～16:00（開催日時は各会場によって異なります）時 間

洛和会ヘルスケアシステム 各会場 （病院、介護施設、保育施設など）  会 場

来場者特典洛和メディカルフェスティバル 数量限定
各会場で

配布します

10/23日

10/29土

「医療」「介護」「健康・保育」「教育・研究」の総合ネットワーク、洛和会ヘルスケアシ
ステムが開催する年に1度の感謝祭です。参加無料です。お気軽にご参加ください！ 
今回のテーマは「With」。地域の皆さんに寄り添い、共に歩んでいこうという思いが込
められています。

《テーマ》

特   設
ページ

10/30日

With
詳しくは

特設webサイトで！！
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2013年  洛和会丸太町病院手術センターに入職
2014年   認定看護師教育課程を履修、翌年、手術看護認定看護師の資格を取得
2021年   特定行為（手術麻酔管理領域）研修を履修、翌年、同資格を取得
2022年  特定認定看護師として登録し、現在に至る

2021年度から日本看護協会の新たな認定看護師制度により「特定
認定看護師」が誕生しました。救急や緩和ケアなど、特定の分野にお
いて熟練した看護技術と知識を有し、直接的な看護とスタッフへの指
導などの役割を担う認定看護師。医師の手順書を元に医療行為を行う
ことが許される特定行為研修（38行為21区分）を修了し、登録をする
ことで「特定認定看護師」と名乗ることができます。

特定認定看護師

小学生の時に入院したことがあり、担当してくれた実習生との関わりから、看護師の存在を身近に感じました。
その頃から漠然と看護師になりたいと思い、今の私がいます。看護師になって10数年が経った頃、結婚・出産
を経験し、子育てをしながら仕事をする中で、今後どうキャリアを積んでいったらいいか不安を感じていました。

また、後輩を指導する上で、看護の技術は日々進歩していくけれど、自身の知識を得る機会もなく、エビデン
スをもった教育ができないことにも悩んでいま
した。そんな時、東京でしか受講できなかった認
定看護師の教育課程が兵庫県でも受講できるよ
うになり、また、上司に勧められたこともあり、手
術看護認定看護師の資格取得を目指して教育課
程を履修しました。

超高齢社会となる2025年問題や医師の働き
方改革によるタスクシフトなどが求められる中、
看護師としてできることがあるのではと思い特定
行為研修を受け、現在は特定認定看護師として手
術中の麻酔を維持するための管理もしています。

エビデンスをもって後輩指導がしたい

師長  武
た け

内
う ち

 未
み

来
き

子
こ

［手術看護特定認定看護師］

洛和会丸太町病院 看護部 手術センター　

お問い合わせ

洛和会
丸太町病院 TEL 075（801）0351（代）

　当会では特定行為研修を実施し、医
師のもと医療行為ができる看護師の育
成に力を入れています。手術看護のス
ペシャリストに資格取得への思いや役
割について聞きました。

第32回 洛和会ヘルスケア学会にて

認定看護師・特定看護師の
セミナーを開催

　当会の職員が日頃の成果を発表する同学
会にて、認定看護師・特定看護師がセミナー
を行います。

京都市勧業館「みやこめっせ」
（京都市左京区）

�2022年�
�10月23日日 

場�所

日�時

特定認定看護師

これまでの手術センター所属の看護師は、術中しか患者さんと関
わることがありませんでした。現在は、周術期という概念が生まれ、
手術の前には術前外来で患者さんやご家族の不安を軽減するため
にお話しをします。看護師になら言いやすいこともありますので、
話を聞いた上で医師にフィードバックしています。そして、術後は
退院までの間、痛みを緩和するためのケアに当たるなど多くの関
わりをもつことができます。手術看護認定看護師の資格があるこ
とで、より専門的な視点で話が聞け、適切な助言ができていると思
います。長期に渡って患者さんに関われることで、手術看護の面白
さを再認識でき、とてもやりがいを感じています。

特定認定看護師としての役割
麻酔管理ができる
看護師が誕生

患者さんの中には、術後は「痛みを伴うもの」と認識されている方が多くおられますが、痛みは「我慢しなくていいもの」
です。患者さんが話しやすい雰囲気を作り、気軽に相談できるようにしていきたいと思っています。現在は、医師や薬
剤師と術後疼痛管理チームを組んで、基盤作りをしています。患者さんに「この地域で手術をするなら洛和会丸太町
病院」と思ってもらえるようにすることが今の目標です。

痛みを我慢しなくていいという考えの元に
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介護
部門

お問い合わせ

　当施設には、認知症専門棟、一般棟、ユニッ
ト型と3つのフロアがあり、お体の状態に応
じてご利用いただいています。部屋は広々と
していて、多床室の部屋も一人当たりのスペースが広く、利用者さんからも好評です。
　私たち相談員は、主に利用者さんが入所されるところまでの支援をしています。
一つ一つの出会いを大切にして柔軟に対応していきたいと思います。

介護老人保健施設

洛和ヴィラウラノス

介護老人保健施設とは？
　介護が必要な高齢者の自立を医療と介護の両面から支援し、在宅復帰を目指してリハビリテーションを行う施設です。医師や看護師による医学的管理の下、介護士、リハビリ職などが協働して、食事や入浴など日常生活の支援や機能訓練を行います。

　母が緩和ケア病棟に入院していたとき、「明日は会えないかもしれない」とい
う思いがあり、スタッフの皆さんに「大切な母に優しく接してほしい」と心から願
いました。また、自身が患者の立場になった時に看護師さんの優しさに救われ
た経験があり、看護目標として“優しさを大切にする”を掲げ、声のトーンや話
し方などに気をつけて利用者
さんや職員に接しています。
　ご家族にとって大切な利用者
さんの健康管理を安心して任
せていただき、皆さんの心の支
えとなれるよう、日々努めてい
きたいと思います。

　施設の周りには、田んぼや緑がたくさん
あります。若い頃に田植えなどをされていた
方も多いので、昔を思い出し懐かしんでおら
れます。また、部屋の窓からは景色とともに、
京阪電車も見えるので、「自分が旅にでてい
る気分になる」とおっしゃる方もおられます。

　これまでも淀地域の皆さんと共に、イベントのお手伝いや「お
元気訪問」などに参加し、皆さんに慣れ親しんでいただいていま
した。これからも洛和ヴィラウラノスとして、名の由来通り、利用
者さん、ご家族、地域の皆さん、働く職員全てを包み込む天空の
ような広大な気持ちで、穏やかな安心できる施設を目指してい
きます。
　そして、これからも利用者さんがこの街で自分らしい生活を送
りながら希望や夢、誇りを持った暮らしが続けられるようにお互い
支え合い、協力し合える仲間として地域貢献に努めてまいります。

　利用者さんに毎日笑顔で過ごしても
らえるよう、ケアに当たる職員みんな
が笑顔でいることを意識しています。
その日その日を大切にし、一日一笑を
目指して明るく元気に利用者さんと接
しています。
　入所されている方は近隣にお住ま
いだった方が多く、生まれ育ったこの
地域で最後まで笑顔で過ごしていた
だけるようサポートしていきます。

を大切にしています

景観が魅力

状態に応じた

一日 を目指しています

この街で自分らしく暮らせるように

洛和
ヴィラウラノス

〒613-0916京都市伏見区淀美豆町1133
TEL 075（633）6010（代）

 課長

松
ま つ  も と

本 真
ま

美
み

(准看護師)

(介護福祉士)
 主席係長 辻

つ じ

  尚
な お

人
と

 

(介護福祉士)
 山

や ま

川
か わ

 理
り え

恵
個室

多床室

看護職

介護職

優しさ“

“
一笑

緑あふれる

3つのフロア

相談員

 淀管理部 部長 西
に し

村
む ら

 浪
な み

二
じ

（写真 下段中央）

 主席課長（経営管理長） 伊
い

藤
と う

 由
ゆ み

美
（写真 下段右）

推しを
4つの

職員が紹介！

推し

point

2 

推し

point

3 

推し

point

4 

推し

point

1 

職員が
紹介する

7月1日
開 設

　7月1日に開設した洛和ヴィラウラノス。高齢者が安心して自宅での生活に戻れる
よう、介護職やリハビリ職、看護師などが協働して支援しています。そんな同施設で
働く職員から、施設の“推しポイント”を紹介してもらいます。

 土
ひ じ

方
か た

 美
み き

樹
(介護福祉士)

相談員

ユニット型のリビング
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心を育む園児をサポート

キュウリ、パプリカ、オクラといった好き嫌いが分かれがちな野菜たち。当園
では、食育として種まきから収穫までを園児と行い、収穫した野菜は給食で食
べたり、硬い野菜はスタンプとして活用したり、園児が自分たちで育てた野菜
を五感で味わえるようにしています。6月にはカレーパーティーを開催。栽培
した野菜を使って調理の先生がカレーを作る様子を別室で視聴したり、煮込ん
だ香りを嗅いだりして、「食」に対しての興味をかき立てられた園児たちは、野
菜が苦手な子も「おかわりした！」とうれしそうな笑顔でした。

入園から卒園までの成長を保護者の方と一緒に感じられるこ
とが本当にうれしいです。地域の方と園周辺の落ち葉拾いをし
たり、「みず」に因んだ企画を実施したり、
今後もいろいろな人との出会いや自
然とのふれあいを提供していきた
いです。園児の自己肯定感や自
主性につながるサポートに努め、

“子どもたちの健やかな心を育
てる保育園”を目指します。

　2022年4月に開園した洛和みずのさと保育園は、滋賀県
守山市にあり、園外保育や直接体験を多く取り入れ、子ど
もたちの自発性や探索意欲を育んでいます。

保育
部門

見て、触れて、味わう食育

ふれあいで育む

園の玄関先にあるプランターで
園児たちを出迎えるパプリカ

洛和みずのさと保育園
主席係長  

原
は ら

田
だ

  ひろみ
洛和みずのさと保育園
〒524-0021 
滋賀県守山市吉身6-4-5
TEL 077(514)2035

洛和会音羽病院
救命救急センター指定

10周年記念企画
救急（9月9日）の日
山科駅前で救命講習を実施

～洛和会ヘルスケアシステムはACKへ協賛しています～
京都をアートの世界的拠点へと後押し

　2021年に始まった「現代アートとコラボレーション」をテーマに京都で開催するアートフェアArt Collaboration 
Kyoto(ACK）。 現代アートに特化した日本最大級のアートフェアで、日本と海外のギャラリー、行政と民間、美術とそ
の他の領域などがコラボレーションすることで、これまでにない発見や成果を生み出しながら、現代アーティストが活
躍しやすい環境整備を推進し、京都を現代アートの制作・発表・販売の世界的拠点とすることを目指しています。
　そのACKの趣旨に共感し、京都から世界へ発信するアーティストたちの活躍を支援するため、洛和会ヘルスケアシス
テムは、本願寺伝道院で行われる特別企画展へスポンサーとして協賛しています。

　ウクライナのクリニカ第10病院へ医療支援をする当会の様子を
紹介した動画やパネルも展示予定です。

Art Collaboration Kyotoは
11月18日（金）〜20日（日）の期間、
国立京都国際会館イベントホールにて
開催されます。

ACKサテライトプログラム

「Flowers of Time」

この度の展覧会「Flowers of Time」では、「時間の花〜全ての人の中に咲いてい
る、時間という概念〜」をテーマとして、普段日本では見られないさまざまな地域のアー
ティストの作品を展示いたします。重要文化財である本願寺伝道院を会場に、個人の
時間や、その連環としての歴史に思いを馳せるとともに、植物など人間が産み出す時
間のスケールを超えた記憶の痕跡に触れていただける場所にしたいと考えております。
そのような趣旨に洛和会様がご賛同くださり、本展の開催にご支援いただけますこと
に心より感謝しております。ご来場の皆様には、アートを通じて私たちが本来持ってい
る個々の感性を呼び覚ます体験をしていただきたいと願っております。

ACKプログラム
ディレクター

山
や ま

下
し た

 有
ゆ

佳
か

子
こ

 氏

主催：Art Collaboration Kyoto実行委員会
協賛：洛和会ヘルスケアシステム

開催日程：2022年11月10日（木）～11月20日（日）
　　　　　10:00～17:00
　　　　　　 ※11月17日(木)はVIP招待者のみ

会　　場：本願寺伝道院
　　　　   （京都市下京区玉本町196）

アクセス：JR東海道線「京都駅」下車
　　　　　徒歩約15分

※時間など詳細は当会ホームページを
　ご確認ください。

第32回 洛和会ヘルスケア学会にて「感性をひらく美術鑑賞講座」を開催　
日時：2022年10月23日(日)
　　　

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」
　　　（京都市左京区）

　美術史の流れを元に、アート鑑賞のポイントについて
わかりやすくご紹介します。介護やケアに関わる作品も
取り上げ、参加者とディスカッションをしながら理解を深
めます。アートの文脈を知ることで、これから美術館やギャ
ラリーに行くのが楽しみになる講座です。

　9月9日、地下鉄山科駅前「音の広場」で「いざというとき、心臓マッサージし
たり、AEDを使ったりできますか」というテーマで市民向けの救命講習が行わ
れました。
　講師として、山科消防署の救急救命士や洛和会音羽病院の救急救命士、看護
師が参加。胸骨圧迫やAEDなどのデモンストレーションや、参加者による救命
体験が行われました。
　地元企業やお店の方を含む約200人に足を止めていただき、参加された
方からは「家族で何かあったときにできるようにもっと練習したい」「AEDは
音声がガイドしてくれるので、意外に簡単」と、好評でした。
　今後もさまざまな企画を通して、地域の方が健康な生活を送れるよう、努
めてまいります。

同日、京阪山
科駅でAEDの
贈呈式が行わ
れました。
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〒607-8029 
京都市山科区四ノ宮大将軍町14-1
TEL 080（5320）6240

※地図は16ページをご参照ください。

 ［営業時間］11:00～19:00
 ［定 休 日］毎週水曜日
 ［アクセス］京阪「四宮駅」から徒歩2分

　今回訪問したのは、京阪四宮駅か
ら徒歩2分。2022年6月にオープンした
「つぼ焼き芋 京都やましな 善都」さん。
伝統工芸士が一つ一つ丁寧に手作り
した専用のつぼを使って焼き上げた、しっ
とりと柔らかい食感が自慢のつぼ焼き芋
を販売されています。住田リハビリテーション 

クリニック

包括的なケアで
地域の受け皿になります

今を支える勤務医時代

　私は勤務医時代、兵庫県尼崎市の病
院で脊髄損傷患者の回復期治療や慢性
期で入院中の患者さんの褥

じょく
瘡に対する

治療を行っていました。その他、市内全
域の保健所を中心に脳卒中治療後のリ
ハビリテーション（以下リハビリ）、乳児
の脳性麻

ま
痺
ひ
の早期発見・治療を27年

間行い、最後の5年間は阪神間の心臓リ
ハビリ研究会の立ち上げにも携わりまし
た。その後、高槻市のリハビリ病院の副
院長として患者さんの復学復職、ADL
や在宅生活指導を含むリハビリ全般に
従事し、病院内外での多岐に渡る経験
を生かして当クリニックを開院しました。

心疾患の方の暮らしを支えます

　当クリニックでは資格を持った
セラピストによる心臓リハビリに
力を入れています。心臓リハビリ
には多職種のメンバーとの協力が
とても重要です。運動療法や栄養
指導などにより、地域で自分らし
く暮らせるよう、自己管理の力を
身に付けてもらいます。
　また、呼吸器や運動器、脳血管
など、さまざまな部位のリハビリ
も行っています。今後は緩和ケア
なども視野に入れ、ご自宅で暮ら
す方のニーズに合わせた医療を
提供してまいります。

洛和会音羽記念病院 医療介護サービスセンター 地域連携課

モットー［ 凡事徹底 ］
二
にの

宮
みや

 稔
とし

之
ゆき

出身地：京都府
趣　味： サッカー観戦 

京都サンガF.C.のサポーター歴20年
人生で一番うれしかったことはなんですか？： 
息子と娘が生まれてきてくれたこと。

課内では内勤と外勤を兼務しております。透析患者さんのシャントトラブルや創
傷ケアの入院・通院相談などの窓口として迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。
開業医の先生や地域の医療機関さまと顔の見える関係作りを目指します。「困った時
は洛和会音羽記念病院に相談しよう！」と思っていただけるよう日々精進いたします。

FaceFace to 開業医の先生と病院をつなぎます！

まちのお医者さん

・�2022年3月開院。最寄駅から徒歩3
分の好立地です。
・�心臓リハビリテーションに力を入
れています。
・�医師、理学療法士、看護師、作業療
法士など多職種が連携しています。

当クリニックの特徴

洛和会ヘルスケアシステムと�
連携されている
“地域のお医者さん”をご紹介します。

今回
ご紹介

今回
ご紹介

Sサイズ�（150g�）�350円　
Mサイズ（200g�）�400円　
Lサイズ（250g�）� 450円　
※全て税込

待合室

洛和会音羽記念病院 医療介護サービスセンター 地域連携課

モットー    生きていれば 
必ず良いことがある

出身地：京都市山科区　
特　徴： 笑うと目尻にシワができる
人生で一番うれしかったことはなんですか？：
子どもに会えたこと

洛和会音羽病院から異動し、当院での勤務は半年ほどです。未熟ではあり
ますが、病病連携、病診連携強化を図り、少しでも先生方のお力になれるよう
精いっぱい頑張ります。何卒よろしくお願い申し上げます。

診療時間 
月 火 水 木 金 土

9：00～12：00 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇

13：30～17：00 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ー
17：00～19：00 〇 〇 〇 ー 〇 ー
●：リハビリのみ　▲：リウマチ
休診日：土曜午後、日曜日、祝日、年末年始
※完全予約制
※�木曜日の午前中にリウマチ外来を行って
おります

〒607-8011
京都市山科区安朱南屋敷町3-56
TEL 075（582）7880

［アクセス］
JR/京都市営地下鉄/
京阪「山科駅」から徒歩3分

山科区 四ノ宮

つぼ焼き芋

京都やましな 善
ぜん

都
と

高齢者が好きで広がった縁
　前職では、左京区の法人で介護職や介護支援専門員として高齢者と関
わっておられた店長の田村さん。「もっと幅広く、マイペースに高齢者の
方と関わりたい」と熟慮し、農家を営んでいた祖父との思い出がある焼
き芋のお店を開くことを決意。岐阜県でつぼ焼き芋の師匠から焼き方
を教わり、山科にある貸し農園での販売を経て、2022年、現在の場所に
「つぼ焼き芋�京都やましな�善都」として開店しました。

甘い芋は鳴く！？
　シルクスイートや紅はるか、鳴門はるかなど数種類のさつま芋を仕
入れており、常温・冷やし・冷凍つぼ焼き芋の3種を販売。干し芋や
豆乳を使ったスイーツもあり、小麦や卵アレルギーで甘いおやつが食
べられない方からも人気です。つぼ焼芋は、さつま芋に含まれる蜜が
急激に沸騰すると中身が飛び出てしまうため、10～15分ごとに一つ
一つ芋の向きを変えたり、揉んで硬さを確認したりして火の通り具合
を調整されています。特に蜜が多く、焼き加減が難しいさつま芋は、
焼く時に「ピー、ピー」と高い音が鳴るとのこと。炭の火加減を種類
別に管理しながら、つぼの反射熱でじっくりと焼き、皮を焦がすこと
なく、しっとりと焼き上げる職人の技が光ります。

ふと立ち寄れるコミュニティ
　店舗販売以外にも、マルシェや幼稚園などの訪問サービスに力を
入れている田村さん。気楽に交流できる地域のコミュニティを作る
ため、ヨガインストラクターの資格も取得されました。ボランティア
でお寺などでもヨガレッスンをされているそうです。「焼き芋やヨガ
を通して、人とのつながりを幅広く大事にしていきたい」と、地域に
根付いた仕事やコミュニティ活動に向けての心意気を語ってくださ
いました。今後もますます目が離せません。

Shop information

店長  田
た

村
むら

 典
のり

子
こ

さん

副係長 廣
ひろ

瀬
せ

 広
ひろ

徳
のり

院長　住
す み

田
だ

 幹
み き

男
お

 先生
リハビリテーション科 内 科
リウマチ科

腎臓内科
循環器内科

リハビリ室

山科
ＪＲ

京阪山科

ラクト山科
ショッピング
センター

旧三条通

三条通

洛和会音羽
リハビリテーション病院
洛和会音羽
リハビリテーション病院

洛和会
音羽病院
洛和会
音羽病院 洛和会

音羽病院
洛和会
音羽病院

住田リハビリテーションクリニック住田リハビリテーションクリニック

1

1

　名神

四宮 善都善都

洛和会音羽
記念病院
洛和会音羽
記念病院 洛和会音羽

記念病院
洛和会音羽
記念病院

洛和会音羽
リハビリテーション病院
洛和会音羽
リハビリテーション病院

三条通

地
下
鉄
東
西
線

名神高速道路

旧三条通

JR 東海道線

京阪山科 四宮

JR山科

ラクト山科
ショッピング
センター

住田リハビリテーションクリニック住田リハビリテーションクリニック

善都善都

じっくりと2時間ほど焼く

N
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びと
らくわ洛和会で働く。

私らしく働く。

　8月1日に洛和会音羽病院 リハビリテーション
部の作業療法士と京都橘大学 健康科学部 作業
療法学科の教員、学生がオンラインを活用した合
同症例検討会を開催しました。
　今回は、小児（発達性協調運動障害）の症例に
ついて検討を実施。病院の作業療法士も、「小児
リハビリの専門家のアドバイスをいただけ、視野
を広げることができた」と、お互いに有意義な時
間となりました。
　今後は、同院が提示した症例情報を元に学生
がプログラムを検討し、発表する予定になってい
ます。可能であれば病院で作業療法士がその内
容に沿ったリハビリを実践し、結果を学生に報告
するという取り組みを実施いたします。

洛和会会報誌 らくわ　vol.137

発行／洛和会ヘルスケアシステム 
http://www.rakuwa.or.jp/
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呼吸器外科 部長
一瀬 増太郎

洛和会音羽病院
呼吸器内科 部長

土谷 美知子
洛和会音羽病院

放射線治療科 副部長 兼 部長代理
石田 祐一

発行日／2022年 10月1日　
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洛和会へのお客さま

NEWS & TOPICS

7月〜9月

ウクライナの姉妹提携病院へ医療物資を送付

第36回 中京西部医師会 洛和会丸太町病院 生涯教育講演会を開催

京都府への移住婚を「就業」の面から支援

次世代育成とリハビリ職の技術向上を目指して合同症例検討会を開催

　8月19日、洛和会ヘルスケアシステムがウクライナ キーウ市にある姉
妹提携病院のクリニカ第10病院に向けて送付した医療物資（メスや針、
手術用ガウン、関節鏡ドレープなど）が無事に到着しました。
　今回のプロジェクトには戦渦にあるウクライナへの輸送手段の確保に
尽力いただいたNPO法人や物流企業、さらには迅速に医療物資を調達
してくれたサプライヤーの皆さまなど、たくさんのご支援があり、実現し
ました。
　これからもウクライナの方の生活
が少しでも良くなっていくように見
守るとともに、クリニカ第10病院と
の交流を続けてまいります。

　8月6日、ANAクラウンプラザホテル京都で「第
36回 中京西部医師会 洛和会丸太町病院 生涯
教育講演会」が開催されました。臨床研究発表で
は、洛和会丸太町病院 洛和会京都血管内治療セ
ンター・心臓内科 部長 山口真一郎が、循環器診
療について発表。特別講演では、京都府立医科大
学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学 教授 
高橋 謙治先生が、健康寿命と平均寿命の話から最
新の膝関節治療まで幅広くご講演くださいました。
　今回は急遽オンラインでの開催となりましたが、
当会では今後も積極的に地域の医療機関との連携
を深めてまいります。

　京都府では、2015年から「きょうと婚活応援センター」を設置し、婚活支援団体や婚
活マスターと連携して結婚を希望する独身者に対して、出会いから交際、結婚までのワ
ンストップ支援を行っています。会員数は1,000人を超え、初婚年齢の引下げや未婚
率の低下など少子化対策の重要な役割を果たしています。
　洛和会ヘルスケアシステムでは、京都府が支援する「移住婚」に具体的なサポートを
実施すべく、「きょうと婚活応援センター」の会員となり、移住後の暮らしや仕事などを
多面的に「就業」の面から支援することを決定いたしました。ナースパートナーや介護職、
運転手を対象とし、キャリアアップ支援や資格取得費用の貸与、赴任支援金などの福利
厚生制度を活用していただく予定です。

詳細はこちら

詳細はこちら

◦  7月7日  
社会福祉法人 京都社会事業財団  
京都桂病院さま（京都市西京区)　 
洛和会音羽病院を見学

◦  7月21日  
コペルプラス 西大路御池教室さま 

（京都市中京区)　 
洛和桂川小規模保育園を見学

◦  9月2日  
医療法人 清仁会 
水無瀬病院さま（大阪府)　 
丸太町リハビリテーション 
クリニックを見学

◦  9月5日  
福建医科大学、 
京都大学大学院 医学研究科さま 

（中国、京都市左京区)　 
洛和会音羽 
リハビリテーション病院を見学

産学連携 洛和会音羽病院∞京都橘大学

当会の公式YouTubeチャンネル
の登録者数が2,600人、
インスタグラムのフォロワーが
1,100人を超えました！！
今後もお楽しみに！！

LINE YouTube Instagram

LINEのお友だち登録も

よろしくお願いします！

連携強化とファミリーファーストの
実現に向けて

洛和会ヘルスケアシステム  

専務理事　樋
ひ

口
ぐち

 敏
とし

宏
ひろ

今年の4月から新しい体制となった当会を、特に医療とその教育の分
野において支えるべく、専務理事として着任いたしました。

それぞれが専門的な機能を持った病院と介護事業、それに地域も含
めた「連携」の強化や職員の働き方改革のサポートなど、自身に与えら
れたミッションは深く、重要だと考えております。また、当会は一生懸命
でまじめな職員が本当に多く、その一人一人が楽しく幸せな生活が送れ
るよう、洛和会本部として取り組んでいきます。

家族に何かあった場合、すぐに駆けつけることができる“ファミリーファー
スト”の組織を実現するには、お互いがカバーし合える環境が必要です。
私はサッカー観戦が趣味なのですが、サッカーでも空いたところはチー
ムの誰かがカバーし、連携して動きます。常に全員がそういう意識を持っ
ている組織を作っていきたいと思います。

患者さん・利用者さんのために、学生や地域の方のために、全職員の
ために尽力してまいります。

1981年　京都府立医科大学医学部卒業
　　　　  京都府立医科大学附属病院
　　　　  脳神経外科入局
1982年　済生会滋賀県病院
1984年　京都府立医科大学
1989年　明治鍼灸大学　　　　  
1995年　京都府立医科大学 
1999年　大阪府済生会吹田病院
 

2015年　明治国際医療大学
　　　　  副学長
2017年　明治国際医療大学
　　　　  保健医療学部救命学科
　　　　  学科長
2022年　医療法人社団洛和会
　　　　  専務理事

■ 座右の銘
　 基本の基本が大事

PROFILE

詳細はこちら

■ 環境への取り組み
地球環境への配慮により、今月
号より『らくわ』の用紙を変更い
たしました。今後も環境保全の
ため、私たちにできることから取
り組んでまいります。

（上記すべて脳神経外科）
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2022年10月現在

介護事業部

老人介護支援事業所
老人介護支援センター洛和ヴィラ桃山

高齢サポート・朱雀 京都市朱雀地域包括支援センター
高齢サポート・音羽 京都市音羽地域包括支援センター

京都市地域包括支援センター（京都市委託事業）

京都市中京区地域介護予防推進センター
京都市地域介護予防推進事業（京都市委託事業）

地域包括支援センター（文京区委託事業）
高齢者あんしん相談センター大塚/大塚分室

洛和会医療介護サービスセンター

居宅介護支援事業所
修学院 醍醐駅前 坂本
北花山 洛和ヴィラ天王山 洛和ヴィラ南麻布
山科 宇治琵琶 大塚介護保険サービスセンター
音羽 大津
洛和ヴィラ桃山 石山寺

介護
在宅から施設サービスまで、
当会の医療や保育事業とも連携した
質の高いサービスを展開しています。

在宅サービス
利用者さんが暮らし慣れた地域で、自立した
質の高い生活を送れるよう支援します。

洛和会訪問看護ステーション
北大路 四条鉾町 桃山 大津
壬生 西京桂 醍醐駅前 石山寺
右京山ノ内 山科 天王山 坂本
東大路 音羽 東向日

訪問リハビリテーション
洛和会丸太町病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
洛和ヴィラウラノス
洛和ヴィラサラサ

洛和ヘルパーステーション
丸太町 音羽 醍醐駅前 坂本
山科 桃山 石山寺

洛和デイセンター
〈通所介護・介護予防通所介護〉
北野白梅町 四条鉾町 ウラノス
西ノ京 音羽 宇治琵琶
右京山ノ内 音羽のさと 南麻布
百万遍 リハビリテーション音羽 文京大塚高齢者在宅サービスセンター
修学院 桃山
〈通所リハビリテーション・
  介護予防通所リハビリテーション〉
イリオス（短時間型通所リハビリテーション）
サラサ（通所リハビリテーション・短時間型通所リハビリテーション）

福祉用具貸与・販売/住宅改修など
ウエルネット

洛和看護小規模多機能サービス
壬生 音羽

洛和小規模多機能サービス
花園 山科西野
西院 伏見竹田

洛和グループホーム
二条城北 四条鉾町 伏見竹田 大津若葉台
西ノ京 桂 醍醐寺 石山寺
壬生 久世 亀岡千代川 坂本
太秦 桂川 大山崎 守山大門
右京山ノ内 勧修Ⅱ番館 天王山 瀬田
右京常盤 山科小山 宇治琵琶 
花園 山科鏡山 京田辺
西院 山科西野 八幡橋本
百万遍 醍醐春日野 大津

住み慣れた地域やご自宅で、
心身の状態などに応じた“第２の家”のような
あたたかいサービスを提供します。

地域密着型サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護医療院
洛和ヴィラよつば

介護老人保健施設
洛和ヴィライリオス 洛和ヴィラウラノス
洛和ヴィラアエル 洛和ヴィラサラサ

障害者支援施設
洛和ヴィラ桃山Ⅱ番館

施設サービス
日常生活のお世話から介護まで
必要に応じた施設で、一人一人に合った
サポートを行います。

教育
洛和会京都厚生学校
洛和会介護教育センター

研究
洛和会京都医療介護研究所
洛和会京都音楽療法研究センター
洛和会京都医学教育センター
洛和会学術支援センター

関連事業部門
ウエルネット（本社・京都西支店・大津支店）
障がい者就労支援事業所 らくわ
洛和会資材センター
洛和会搬送部門【トランスポート】
・救急患者搬送サービス
・介護タクシー
洛和会情報システム部門
洛和会施設管理部門
洛和会会計・給与部門
洛和会企画広報部門

介護付有料老人ホーム［特定施設］
洛和ホームライフ御所北 
洛和ホームライフ室町六角 
洛和ホームライフみささぎ
洛和ホームライフ四ノ宮
洛和ホームライフ山科東野

サービス付き高齢者向け住宅
洛和ホームライフ北野白梅町
洛和ホームライフ音羽

高齢者向け住宅
ケアの専門家が在駐し、高齢者の方が安心して
生活できる賃貸型住宅サービスです。

健康
充実の医療ネットワークと
多様な健診メニューで疾病予防に貢献します。
企業出張健診や特定保健指導も行っています。

洛和会京都健診センター
［ 洛和会音羽病院 健診センター・洛和会東寺南病院 健診センター ］

健診・人間ドック

洛和東桂坂保育園（認可保育園）
洛和桂小規模保育園（小規模保育事業）
洛和桂川小規模保育園（小規模保育事業）
洛和大塚みどり保育園（小規模保育事業）
守山市立吉身保育園（指定管理者）
守山市立吉身保育園 分園（指定管理者）
洛和みずのさと保育園（認可保育園）
京都市音羽児童館（指定管理者）
京都市新道児童館（指定管理者）
京都市大塚児童館（指定管理者）
京都市花山児童館（指定管理者）
京都市深草児童館（指定管理者）
洛和山科小山児童園 てくてく親子教室
洛和御所南学童クラブ
洛和若草保育園
［ 洛和会音羽病院 院内保育室・事業所内保育事業 ］
洛和会音羽病院 病児保育室 よつば
洛和イリオス保育園（企業主導型保育事業）

子ども未来事業部

子どもたちの健やかな成長を導き、
保護者が安心して働くことができる
環境をサポートしています。

保育

矢野医院
二条駅前クリニック
丸太町リハビリテーションクリニック
西洞院仏光寺クリニック
淀みづクリニック

洛和メディカルスポーツ京都丸太町
（医療法第42条施設）

クリニック

医療
5つの病院と5つの提携クリニックで、
救命救急、急性期、慢性期、在宅、
そして予防まで幅広く対応しています。
病院

高度なシャント手術と透析治療を中心とする腎疾患総合病院
洛和会音羽記念病院
TEL 075（594）8010㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

地域包括ケアを支えるリハビリテーション病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
TEL 075（581）6221㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

透析機能を強化し地域の医療を支える病院
洛和会東寺南病院
TEL 075（672）7500㈹
医療関係者の方は代表から医療介護サービスセンターをお呼び出しください。

地域に根差した急性期病院
洛和会丸太町病院
TEL 075（801）0351㈹　　予約▶       Ⓡ0120（489）244
医療関係者向け▶☎075（801）0372（地域連携課）

急性期医療とがん治療を中心とした総合病院
洛和会音羽病院（救命救急センター）
TEL 075（593）4111㈹　　予約▶       Ⓡ0120（489）300
医療関係者向け▶        Ⓡ0120（607）489（地域連携課）

本 　 部

洛和会ヘルスケアシステム 本部
〒607-8064
京都市山科区音羽八ノ坪51-4
TEL 075（581）1763（代）

医 療 法 人

医療法人社団 洛和会
〒604-8405
京都市中京区西ノ京車坂町９

社 会 福 祉 法 人

社会福祉法人 洛和福祉会
〒612-8006
京都市伏見区桃山町大島38-528

学 校 法 人

学校法人 洛和学園
〒607-8064
京都市山科区音羽八ノ坪53-1

各施設のマップ▶ 公式
LINEアカウント

洛和会ヘルスケアシステム

地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
洛和ヴィラ天王山 文京大塚みどりの郷

洛和ヴィラ桃山 洛和ヴィラ南麻布
洛和ヴィラ大山崎 洛和ヴィラ文京春日 

丸太町病院 北大路店 四条鉾町店
音羽病院 丸太町店 西京桂店
音羽記念病院 三条会店 音羽病院前店
音羽リハビリテーション病院 右京山ノ内店 醍醐駅前店
東寺南病院 右京常盤店 淀店
北野白梅町店 東大路店 大津店

洛和会ヘルスケアシステム会報誌

2022年10月号
Vol.137

地域のために 地域とともに

巻頭特集

患者さんとともに歩む
肺がんチーム医療

洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科
洛和会音羽病院
呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科

麻酔管理ができる
看護師が誕生

特

　集

洛和会ヘルスケアシステムは
持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。

公式キ
ャラク

ター

誕 生  
 

らくの助
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