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地域医療支援病院

京都山城総合医療センター
介護老人保健施設

やましろ

にしやまりゅういち まつい きよあき たなか てるふさ

顔認証付きカードリーダー
「マイナタッチ」のご利用について

マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口
スタッフに保険証をご提示いただかなくても、
窓口設置（正面受付・夜間受付）のカードリー
ダーを利用することで、保険の資格 確 認が行
えます。詳しくは窓口スタッフまでお 問い 合
わせください。

また、これまでは「限 度 額 適 用認定 証 」は
患者さんが 保 険 者へ申 請を行 わなけれ ば、
発行されませんでした。マイナンバーカードを
お持ちの方は、患者さんから保険者への申請
がなくても、限 度 額 情 報を取得できるため、

患者さんが申請を行う手間が省略できます。
利 用 可能 場 所は、正 面受付 では平日ＡＭ

8：30～ＰＭ5：0 0まで、それ以外の時間帯は
夜間受付で対応いたします。

公費負担医療制度（福祉医療、難病医療、
更正医療等）をご利用中の方については、各
種証書のご提示は引き続き必要となります。
従来通り、保険証確認窓口にてご提示をお
願いします。

※公費負担医療制度をご利用の方

当院ではマイナンバーカードが健康保険証としてご利用できます。

マイナタッチは、マイナンバーカードと健康保険証でオンライン資格確認※ができます。

マイナタッチでは、マイナンバーカードの顔写真デー
タをICチップから読み取り、その「顔写真データ」と窓
口で撮 影した「本人の顔写真」と照合して本人確認を
行うことが 可能で、最 新の保 険 資格を自動的に医 療
機関システムで取り込むことができます。

※オンライン資格確認とは？
オンライン資格 確 認は、マイナンバーカードのI Cチップまたは

健 康 保 険 証の記号番 号 等により、オンラインで資格 情 報の確 認
ができることをいいます。

マイナタッチ

にしやまクリニック  奈良市

第61号 令和4年春

副院長就任の挨拶
令和4 年４月1日より京都山城 総合医 療 センターの副院 長として赴 任

いたしました山口明浩です。８年前に京 都第二 赤 十字 病 院に異 動する
前には当院の消化器外科部長として皆様には大変お世話になりました。
この度、再び皆様と共に地域の医療を充実させるべく戻ってまいりました。

世界はコロナ禍や戦禍に悩み続けています。災害はいつこの地域にも
降りかかるかわかりません。京 都山城 総合 医 療 センターは災害 拠 点 病
院として地 域の皆様の安全を守れるように準 備とその努力を怠たらず、
地域と協働して歩み続けて参りたいと存じますので何卒ご支援のほどよ
ろしくお願いいたします。私の専門である消化器 外 科治療につきまして
は、より精度の高い標準治療を提 供できるように心掛け、スタッフ一同精
進して参りたいと存じます。

野球が好きで病院野球部にも以前のように参加したいと思っています。

京都山城総合医療センター

やましろタイムズ

あきひろやまぐち

副院長　山口 明浩

まだまだ集まって楽しむことはできませんが、足がもつれつつも白球を追いかけたいものです。
これからも様々な場面で皆様の期待に沿えるように努力して参りますので、何卒、ご指導、ご支

援のほどよろしくお願いいたします。

高の原駅前、サンタウンプラザショッピングモール内で
診療しております。泌尿器科領域（腎尿路、男性生殖
器）を主な診療科とし、内科一般診療も行っておりま
す。高度治療が必要な方は、京都山城総合医療セン
ターと連携して診療を行っておりますので、ご気軽にご
相談ください。

〒631-0805 奈良県奈良市右京１丁目3-4 
サンタウンプラザすずらん南館２Ｆ
TEL：(0742)72-1122

当 院 では、地 域 のか かりつけ医との 連 携 診 療を進めています。
「 登 録 医 」制 度にご 協 力 頂 いている地 域 の 医 療 機 関を順 番にご 紹 介させて頂きます。

登 録 医 紹 介

松井整形外科医院   木津川市

当院は平成６年に開業しました。木津川市庁加茂支所
に近い整形外科医院ですが、交通の便の悪い地域か
ら見える患者さんの手助けが出来るよう願っています。
特に骨粗鬆症の治療に力を入れています。

田中小児科医院　奈良市

高の原駅近くの奈良市右京にある小児科医院です。当
院での対応が難しい症状の時は適切に地域の基幹病
院小児科等とも連携しています。
臨時の休診等はiタウンページに記載していますので、
ご覧ください。

〒631-0805 奈良県奈良市右京4-14-14 
TEL：(0742)71-6660

休診日：日曜日・祝日

休診日：日曜日・祝日

診察時間 月　火　水　木　金　土　日

9：00～12:00

16：00～19：00

診察時間 月　火　水　木　金　土　日

9：00～12：00

15:00～16:00
(予約制)

16:00～18:00休診日：日曜日・祝日

診察時間 月　火　水　木　金　土　日

9：00～11:30

18：00～19：30

診療科：泌尿器科、内科

院長：西山 隆一 先生

診療科：整形外科、リハビリテーション科

院長：松井 清明 先生

診療科：小児科

院長：田中 輝房 先生

〒619-1142 京都府木津川市加茂町大野ウヅ73
TEL：(0774)76-7741

※ ※ ※ ※

※ 予防接種・健康診断



令和４年４月、居宅介護支援事業所「ケアプランセ
ンターやましろ」を開設しました。
　ケアプランセンターやましろにはケアマネジャーが
在籍しており、介護保険で要介護認定を受けた方が
ご自宅で介護サービスを利用しながら生活できるよう、

初めまして、初期研修医として2年間お世話になります玉井郁也と申します。
出身大学は滋賀医科大学で、地元は京都市伏見区です。
学生の時、初めて病院見学に伺ったのがこの病院だったのですが、その際に対応し

てくださったスタッフの皆様方の雰囲気などに惹かれ、是非この病院で働きたいと思
い、志望させていただいた次第です。

まだまだ右も左もわからず、皆様方にはご迷惑をおかけしますが、患者さんに真摯
に向き合う医師を目指す第一歩として、日々一生懸命研修に向き合いたいと思いま
す。何卒よろしくお願いいたします。

研修医挨拶

初期研修医
玉井 郁也

令和4年度 新入医局員
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ケアプランセンターやましろ開設のお知らせ

分娩をご希望の方へ

ケアプランセンターやましろ
TEL：0774-71-0039（直通）

回復期リハビリテーション病棟とは、脳梗塞、脳出
血、大腿骨頚部骨折などの急性期治療が終わられた
方に対して、集中的なリハビリテーションを受けること
が出来る病棟です。

当該病棟では多くの専門職種（医師、看護師、理

回復期リハビリテーション病棟（34床）の
開設が決まりました！

来年度
（令和５年４月）

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護 職員、
ソーシャルワーカーなど）が協働して日常生活動作
能力の向上による家庭復帰を目指します。
　引き続き、地域の皆さまにより安心・安全で質の高
い医療・介護を提供できるよう努めてまいります。

当院のホームページからマタニティクラスの動画を
見ることができるようになりました。

動画は【前期】・【後期】の構成になっております。
「周産期医療」のページから「分娩をご希望の方へ」
にて掲載しておりますので、当院で分娩予定の方はぜ
ひご確認ください。

問い合わせ

こちらのQRからも
アクセスできます

ご本人やご家族の状況やご
希望を元にケアプラン（介
護計画）を作成し、介護サー
ビスをご利用頂けるお手伝い
をさせて頂きます。

・介護保険及び介護認定申請に関する手続きの
代行業務

・在宅介護や在宅生活についての相談と援助
・居宅サービス計画作成など

●主な業務内容

介護についてお困りのことがございましたら、お
気軽にご相談下さい。

http://www.yamashiro-hp.jp/users/childbirth.htmlURL

京都山城総合医療センター　分娩をご希望の方へ


