
 

理 念 

「和」を原点として、心のかよう 

高度な医療と介護を誇りと真心で実践し、 

地域から信頼される病院であること。 
 

基本方針 

・高度医療の充実    ・安全な医療の確立 

・救急医療の対応    ・地域の医療 社会との連携 

・高齢化社会への対応  ・納得診療の実践 

・環境に配慮した医療と介護の提供 

患者様の権利 
医療法人社団 育生会は、患者様の権利を尊重し、 

適切で安全な医療と介護の提供に努めてまいります。 

 

患者様の人格を尊重します。 

患者様が適切な医療や介護を平等に受ける権利を尊重 

 します。 

患者様が治療方法を選択する権利を尊重します。 

患者さまのプライバシーが守られる権利を尊重します。 
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新年 あけましておめでとうございます。 
医療法人社団育生会 

理事長 久野 成人 

  久野成人理事長が京都府より､平成23年度 京都府救急医療功労者 

 表彰を受けました。 

 平成23年11月25日に京都府公館（レセプションホール）にて山田知事より『救急 

医療業務に関し、その功績が特に顕著である個人や団体を顕彰することによっ 

て、その努力と功績をたたえるとともに、その関係者の意識の高揚を図り、 

もって救急医療の推進に資する』ことを目的として知事表彰をいただきました。 

 また、平成24年1月9日には東山医師会の名和会長より同表彰に対し、『東山 

医師会の名誉に貢献した』として表彰状をいただきました。 

 これを励みとして、こらからも当法人は久野病院を中心として、職員一同力 

を合わせて地域の救急医療の充実に努めてまいる所存です。                                                                      

                            理事長 久野成人 

         謹んで新春のごあいさつを申し上げます。 

                        当法人も皆様のお陰をもちまして無事新春 

                           を迎えることができました。旧年中に賜り 

   ましたご厚情とご支援に対し職員一同心より御礼申し上 

   げます。2011年は今後決して忘れることのできない年で 

   ありました。自然の前には、まだまだ人間の力がおよば 

   ないものであり、私たちの病院でも災害・非常時の対応 

   を考えさせられました。 

 本年は職員一同力を合わせて安全対策を一層高め、より 

   良い医療の提供に努めてまいりますので、今年も皆様の 

   ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申しあげます。 

 平成24年が皆様にとりまして、良い年になります事を 

   お祈りしつつ、新年のご挨拶とさせていただきます。 

    山田知事より表彰状を授与 



                      

                                       
   

  

              

 

 

             

●久野病院      看護部長 日置利花 

 昨年、６月に就任し 看護部の体制を整え、新しい看護部が動き出し 

ました。日々変化する医療情勢の中、看護師に求められるニーズに対 

応し 、各病棟師長と協力し看護を提供していきたいと思います。 

 人材の育成にかける思い 

 育生会では、奨学金制度を充実し看護師の育成に力を入れています。 

新卒者の求人も昨年から積極的に行い、奨学生の 募集 についても支 

援の枠を広げています。私自身、この制度を利用し育生会の中で看護 

師として育ちました。  次世代の育生会の看護師の育成を今度は自分が 

担っていきたいと思います。                                         
                                                               

●第二久野病院    看護部長 土屋佳苗 

これからの看護部のありかた 

 介護療養病床の看護を提供するにあたり、何よりも大切にしている事 

は、高齢者の尊厳を大切にした”心”のある職員教育です。仕事を通じ 

て”心”が育つ充実した看護部にしていきたいと考えています。 

スタッフへの思い 

  各病棟の師長とともに高齢者の患者様の看護・介護について真摯に 

向き合って、患者様が持っている、身体能力を維持・活用し、前向きな 

ケアができるスタッフを育てていきたいと思います。        

                                                                              

     

新春 

特集 

部署紹介：看護部 

新しい看護部体制に期待 

       

         和銅4年（711）深草の長者伊呂具秦公が三柱の神を稲荷山三ヶ峰 

         に祀ったのを起源に、五穀豊穣・商売繁盛・諸願成就の神として全 

         国から多くの参拝者が訪れる有名な神社です。 

         稲荷大社御鎮座1300年奉祝記念事業  

      重要文化財の本殿及び摂末社修復等、稲荷山を含めた景観保全 

         及び神域に相応しい境内の整備がすすめられてきました。 

         平成23年（2011）に斎行された、「御鎮座1300年奉祝大祭」は「神 

         と自然と人との共生」を次の時代へ伝える大切な役割を担ったもの 

         となりました。今日もたくさんの参拝者で賑っています。 

         【住所】 

          京都市伏見区深草藪之内町68 

         【交通】 

          ・JR奈良線「稲荷」駅 下車すぐ  

        ･京阪電車「伏見稲荷」駅下車徒歩約5分   

 

 

 

伏

見

稲

荷

大

社 
朱色に施された楼門 

装飾も鮮やかに修復された御本殿 

新装された表参道正面 

左後ろより：筒井師長・尾崎師長・小松師長 

左前より ：坂口師長・日置看護部長・木村師長 

左後ろより：平井師長・津田主任 

左前より ：長谷川師長・土屋看護部長・澤井師長 

 

記事監修：伏見稲荷大社  



　　

　　　 　　

　久野病院・第二久野病院でクリスマス会を開催しました。

　2011年を振り返り、震災や台風による自然災害。原発事故による

　人災と当たり前の生活がいかに脆く､かけがえのないものか、多く

　の方々が感じたこの一年でした。昨年同様に患者様、ご家族様、

　職員が集って開催できたことを幸せに感じた会でした。

　12/11は久野病院で、院長のギター演奏、稲寿会のオカリナ部の

　皆さんの演奏をはじめ、舞妓さんの華やかな踊り。
  12/17は第二久野病院では 「 劇団わらび座 」 の俳優さんによる
  花笠音頭などで元気をもらい、2011年を締めくくりました｡

　

 

                                     

 

 

 

                                                   

 
2012年１月からスタートした「在宅療養あんしん病院登録システム」。 

６５歳以上の方が対象です。あらかじめ必要な情報を登録しておくこ 

とで、在宅療養中の高齢者が体調を崩し、在宅での対応が困難にな 

った時に、スムーズに病院を受診し、必要に応じて入院ができるシス 

テムです。このシステムは、早めの対応により、病状の悪化や身体の 

働きの低下をできるだけ防ぎ、在宅生活を続けることを支援するもの 

です。入院時には、 地域の病院やかかりつけ医、在宅療養を支えて 

いるスタッフが一体となってサポートします。 

久野病院・第二久野病院に登録用紙があります。久野病院1階待合室 

に相談窓口を設置しています。不明な点がありましたらお気軽にお問      

い合わせ下さい。              （事務長：中 治彦）              
 

 

在宅療養あんしん病院の 

                   登録はお済ですか？ 

          

 

生姜葛湯（しょうがくずゆ） 
 

 生姜と葛はどちらも漢方薬の原料になる食材です。 

体を芯から温めてくれるので、風邪や、胃腸が弱っている 

時に役立ちます。鍋に水と葛粉を 

入れて沸騰させたら、生姜のしぼ 

り汁と、お好みで蜂蜜や黒砂糖を 

加えて飲むのがオススメです。 

  

 （ 管理栄養士： 大橋由美 ） 

栄養コーナー 

クリスマス会   
久野病院・第二久野病院 

「福祉職場就職フェア2011」 

    介護の仕事の魅力を発信！ 
 

11月5日、於：みやこメッセで開催されたフェアに、第二 

久野病院(介護福祉士)荒木弥栄さんが病院での仕事 

の魅力を発信、高齢者施設で働く若手職員によるメッ 

セージを体験談を交えて伝えました。入職して5年、患 

者さんからの「ありがとう」に支えられ経験を積んでき 

ました。介護支援専門員をめざし、更なるステップアッ 

プへと意欲を語ってくれました。 

                                                                                          

 

 

                     (第二久野病院 

                        事務長 宇野政勝) 

介護サービスセンター・グループホーム 

ふかくさ 

材料（1人分） 

 ・葛粉 15ｇ 

 ・土しょうが汁 1片分 

 ・ハチミツ 大さじ1 

 ・水 200ml 

新しい仲間です。 

もちつき大会 
 

12月29日、恒例のもちつき大会を開催 

しました。利用者さん、ご家族をはじめ、 

深草にお住いのボランティアの皆さんも 

           お手伝いに駆け付けて下さいました。 

             新年を迎えるために、鏡餅と小餅を 

           作り、次にきなこ餅やあんこもち、ぜん 

           ざいにして、参加した皆さんといただき 

           ました。おせち料理もできあがり、準備 

           万端。今年も皆さんともちつきができた 

           事に感謝します。(管理者：植草知子) 



久野病院 第二久野病院
  看護部　保利　幸希 　　　 看護部　鮎川　佳奈

  保育所　松葉　千裕 　　　 看護部　萩原　英代

  医事課　和田　芳文 　　 　栄養課　土田　菜美

育生会では、私たちと一緒に働いてくださる方を募集しています。
ブランクのある方、子育て中の方も大歓迎。

久野病院（救急指定病院） お問い合わせ

　■看護師　　■准看護師　　■看護助手　　　 ☎075-541-3136 （看護部長）

　■薬剤師　　■理学療法士・作業療法士　　　

　■調理師・調理補助（パート）

第二久野病院（介護療養型医療施設） お問い合わせ

　 ■看護師　　　■准看護師　　　■介護職員 ☎075-551-3522 （看護部長）

　 ■調理師・調理師補助　（パート） ※薬剤師、理学療法士・作業療法士・訪問看護師

訪問看護ステーションふかくさ 調理師・調理師補助は

　 ■看護師　　　■准看護師　　　（パートでも可） ☎075-541-3213　法人本部事務局まで

　久野病院を中心として５つの介護施設と事業所があり、
　地域での在宅医療・在宅介護を支援するシステム整備
　に力を入れています。

久野病院　㈶日本医療機能評価機構認定病院/199床

京都市東山区本町22丁目500番地
☎　075-541-3136 FAX　　075-561-8401
救急指定病院　診療科目：内科・外科・整形外科・乳腺外科・肛門外科・消化器内科

神経内科・血液内科・糖尿病内科・肝臓内科・リウマチ科・皮膚科・小児科・放射線科・

リハビリテーション科

第二久野病院　全床介護療養病床/217床

京都市東山区本町21丁目459番地

☎　075-551-3522 FAX　075-551-3526
診療科目：内科・リハビリテーション科・神経科

第二久野病院介護支援センター
京都市東山区本町21丁目459番地

☎　075-551-3527 FAX　075-551-3521

訪問看護ステーション　ふかくさ
京都市伏見区深草西浦町8丁目15番地

☎　075-645-5450 FAX　075-645-5455
介護サービスセンターふかくさ・グループホームふかくさ
京都市伏見区深草西浦町8丁目15番地

☎　075-646-2666 FAX　075-646-2667

24時間保育所完備！　　職員寮あり

（2011年10月～）

医療法人社団  育生会 
URL : http://www.kuno-hospital.or.jp 

奨学生を募集しています 
看護師を目指すあなたの夢を全力で応援します！ 

育生会では、将来の久野病院・第二久野病院を担う看護師育成のため、奨学金制度を設けています。現在、 

看護師を目指して勉強をされている看護学生の方に奨学金を支給しています。また、在学中の生活を支える 

ために、生活支援金支給制度も設けています。 看護助手として就職し、看護師を目指す方も歓迎します。 

詳しい内容のお問合わせは、久野病院：看護部長 日置 まで ☎ 075-541-3136 

新人紹介 

職員募集中！ 

ジオン注による  いぼ痔の治療 
入院の必要がなく、痔核（いぼ痔）を注射で治すことができます。 

外科 網政明医師の外来で行っています。診察日時は久野病院 受付に

お問い合わせ下さい。※ｼﾞｵﾝ注による硬化療法は技術を修得した専門

医が行える治療法です。 

新しい仲間です。 

どうぞよろしくお願いします。 



謹んで新春のごあいさつを申し上げます。 

当法人も皆様のお陰をもちまして無事新春 

を迎えることができました。旧年中に賜り 

ましたご厚情とご支援に対し職員一同心より御礼申し上 

年は今後決して忘れることのできない年で 

ありました。自然の前には、まだまだ人間の力がおよば 

ないものであり、私たちの病院でも災害・非常時の対応 

本年は職員一同力を合わせて安全対策を一層高め、より 

良い医療の提供に努めてまいりますので、今年も皆様の 



 

                                            

 



                                                       

 

 

新年を迎えるために、鏡餅と小餅を 

作り、次にきなこ餅やあんこもち、ぜん 

ざいにして、参加した皆さんといただき 

ました。おせち料理もできあがり、準備 

万端。今年も皆さんともちつきができた 



　　　 看護部　鮎川　佳奈

　　　 看護部　萩原　英代

　　 　栄養課　土田　菜美


