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１,  郷土愛と博愛の創立精神に基づき、地域の医療・保健・福祉を支える。

２,  医学の進歩に同調し、わかりやすく信頼される医療を行う。

３,  温もりと心をこめたサービスで、快適な療養環境を築く。

４,  患者さまの権利を尊重し人権をまもる。

５,  職員の労働環境に配慮し、効率よい安定した病院経営を行う。
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2021（令和３）年
新年度に向けて

　昨年度、新型コロナウイルスや災害による被害を

受けられた方に心より哀悼の意を表します。また豊

郷小学校の子供たちから千羽鶴「感謝の虹」をお送

り頂いたことで、コロナで疲弊した職員、患者様も元

気をいただきました。病院を支えて頂いている気持

ちに対し、あらためて厚く御礼申し上げます。

　新年度はCOVID-19（新型コロナウイルス）のワク

チン接種が本格的に始まります。世界中で猛威をふ

るっているCOVID-19がこのワクチンで終息し、平

穏な日常が戻ることを願っています。公益財団法人 

豊郷病院は2021年から2023年まで「パワーアップ 

５ トヨサト」をテーマに活気（Activity）と行動

（Action）を目標に掲げ、アフターコロナ対策と事業

継続可能体制（BCP計画）を確立します。また次年

度に日本医療機能評価を受診することも決定してお

り、常に変化していく組織へと進んで行きます。新

型コロナウイルスの影響で、医療・介護だけでなく

社会全体がいままでとは違った形で運用されていく

中で、豊郷病院に必要とされているものを見つめな

おし、かわらない安心と信頼を提供できるよう努力

してまいります。今後とも変わりないご支援をよろし

くお願い申し上げます。

公益財団法人　豊郷病院
病院長・業務執行理事
　　　　　　横田　徹

新任医師・新看護部長の紹介

皆様、今後とも

よろしくお願い

いたします。
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　４月より豊郷病院に勤務しております、耳鼻咽喉科
の大道と申します。耳、鼻、のどでお困り事がありまし
たら、気軽に相談していただければと思います。
　地域の皆様に貢献できるよう努めて参りますので、
宜しくお願い致します。

耳鼻咽喉科部長
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　着任にあたり、ひとことごあいさつ申し上げます。
循環器科、冨田行則先生、スタッフと協力して、地域
の皆様から信頼される、チーム医療を目指します。総
合内科専門医資格も所持しており、専門性にこだわる

ことなくなんでもひとまず、ご相談
ください。

循環器科部長

川
かわ

島
しま

　明
あき

代
よ

志
し

　皆様初めまして、4月より豊郷病院で勤務しておりま
す岡本庄一郎と申します。地域の皆様に少しでもお役
に立てるよう日々努力して参りますので、何卒よろしく
お願いします。

眼科医員
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　４月から、看護部長を拝命しました、西村美穂と申し
ます。どうぞよろしくお願い致します。コロナ禍で生活
様式の変化が病院の中も同様に起きています。地域の
方からの激励のお言葉を頂き、励みとなっています。こ
れからも看護部の理念である「その人らしさの回復をめ
ざし、その人らしく生きることを支える」を心に、日々
患者さん、ご家族の方へ回復支援を目指していきたい
と思っています。今後共、看護部一同よろしくお願い致
します。

看護部長
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　2021年 4月より豊郷病院に勤務しております坂下拓
人と申します。京都府出身で2008 年に滋賀医大を卒
業した後、大学病院・市中病院を転々とし、当院が 4
件目の勤務先になります。専門である呼吸器疾患を中
心に、地域の皆様の健康に貢献でき
るよう診療に努めてまいりますので、
よろしくお願いします。

呼吸器科部長

坂
さか

下
した

　拓
たく

人
と



看護部だより

ひよこ　 　卒業研修

看護部顧問　片山　美穂

● 診療部門の情報 ●
「健診に関する用語」

1.「健診」と「検診」
健診（health examination,health check-up）：
　健康の確認或いは健康の程度を知るため、ま
た病気のリスクもっているかどうかを見るために
行う検査。個人あるいは集団のリスクの有無、及
びその後の健康管理に活用される。
検診（screening）：
　ある特定疾患の早期発見を目的とするもの。が
ん検診はがんを早期に発見し、対象年齢のがん死
亡率の減少を目的とする。
2.「対策型検診」と「任意型検診」
対策型検診：
　対象集団全体の死亡率の減少を目的とし、公
共的な予防対策として行われる。死亡率減少効果
が科学的に証明されていること、不利益を可能な
限り最小化することが原則となる。
任意型検診：
　個人の死亡リスクの減少を目的とし、医療機関
や検診機関が任意に提供する
医療サービス。総合健診や人間
ドックなどに含まれているがん
検診が該当する。

健診部
吉川　邦生

　豊郷病院看護部では、毎年4月に新人看護
師を対象に１年間の研修プログラムを企画し
研修を開催しています。企画するのは新人臨
床研修委員会のメンバーで、新人看護師と現
場の先輩指導者が共に学び互いに成長でき
ることを目標としています。
　新人看護師達は、１年を終える２月に成長
を振り返る研修が行われます。今年も2月18
日、委員会メンバーが模擬患者や先輩看護師
役・審査員となり、病室と同じ状況を再現し1
年間の集大成として学びや体験から得た看
護技術の実践を行いました。みんな緊張し真
剣な表情で取り組みました。
　最後に模擬患者・先輩看護師役、審査員か
ら、1人1人に良かった点や気を付けたい点な
ど1年間の成長が伝えられ、自分自身の強み
や弱みを知る機会となりました。また、それぞ
れの病棟の先輩たちのコメントが書かれた手
作り卒業証書を受け取りステキな笑顔がこ
ぼれました。
　これからも、患者さんに多くの事を学ばせ
て頂きながら、一人前の看護師として成長し
てくれることを期待しています。

患者さまの権利と義務
１　充分な医療を受けるため医療機関を選択する権利があります
２　平等に人権が尊重され良質で適切な医療をうける権利があります
３　医学的・個人的情報の秘密が守られ私的なことに干渉

されない権利があります
　　同時に知人の情報を他人に告げないことが求められます
４　提案の診療計画を受入または拒否する権利があります
５　医療の内容説明を受ける権利があります
　　また他の医師の意見を聞く権利もあります
６　医療従事者と協力し積極的に医療に参加する権利があります
　　又病院の公共性を守ることが求められます

2004年10月制定〈抜粋〉
2016年10月更新　　　　
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Y ショップ 豊郷病院店  新装オープン !!

　豊郷病院様に2021年 3月15日よりオープン致
しました「ヤマザキ　Yショップ豊郷病院店」です。
　病院全ての皆様に愛されるよう、またオアシス的
な場所を目指して運営致します。また、木目調を基
本に視覚的にも落着いた店舗内装に工夫しました。
　運営スローガンは“笑顔とありがとうが溢れるお
店を目指します‼”で更に努力致します。

運営：ワタキューセイモア株式会社

新入職員入職・辞令交付式
　法人に今年も数十名が新たに入職しました。
　新入職員は先輩職員の指導のもと、早く一人前の
医療職になって
地域医療に貢
献してまいりま
すので、どうぞ
よろしくお願い
します。

管理課



～新型コロナウイルス感染の予防のために～
　不安な思いで過ごされている方もいらっしゃると思いま
すので、ここでもう一度感染予防の基本を確認しましょう。�
ウイルスを体の中に入れないようにするポイントは 3つです。

その１ ウイルスに触れる機会を減らしましょう
そのために３つの密を避けましょう。

その２ 手洗い、手指消毒をしましょう
　ウイルスは口や鼻や目から体内に入りますが、人は無意識
に1時間に平均23 回顔を触っていると言われています。そ
のため、手洗いや手指消毒をして手についたウイルス量を減
らします。石けんやハンドソープで10 秒もみ洗いし、流水
で15 秒すすぐとウイルスの数を1万分の1に減らすことが
できます。また手指消毒にはアルコールの使用が勧められま
す。十分な量を手に取り、余すところなく手全体に擦り込ん
でください。

＜おすすめポイント＞
　アルコールの濃度が重要！
　商品の裏側のラベルをみて、70％以上 95％以下の濃
度であるかをぜひ確認してください。

《注意‼》
※�次亜塩素酸ナトリウムは手が荒れてしまうので手指消毒と
して使用することは避けてください。
※�次亜塩素酸水を手指消毒として使用するにはデータが�
不十分とされています。
※�せっかく手洗い・手指消毒をしても、タイミングがずれて
いては効果がありません。

その３ マスクをしましょう
　このウイルスの特徴として、罹患者は無症状でも他人への
感染力があるという点があげられます。そのため、マスクは
自分がもらいにくくするというだけでなく、他人にうつさない
ようにする役割をしています。

＜おすすめポイント＞
　不織布マスクを購入する際には、マスクの性能を確認
しましょう！不織布マスクの箱には下記のようにフィル
ターの性能を表した記載があります。少なくともウイルス
ろ過効率をみたVFE 試験の数値が高いもの（99％）を
選ぶと良いでしょう。

　以上、これらのことはインフルエンザウイルス感染症の予
防にもなります。
　正しく知り、正しく実行して、自分と大切な人を守りましょう。

　当院ではみなさんに安心して外来受診、入院生活をして
もらうために、症状があって外来受診された際や入院される
前に積極的に PCR 検査を行っています。ご協力をお願い致
します。（次ページ「当院での感染対策防止取り組み」参照）
　当院としてもこの地球規模の災害とも言えるこの状況で、
少しでも役割を果たせるよう努めて参ります。
　最後にみなさまがこの災難を無事に乗り越えられることを
お祈り申し上げます。

フィルター捕集効率試験による性能評価
●花粉 99％カット：花粉捕集効率試験� … 花粉対策用
●細菌ろ過効率99％：BFE 試験
●ウイルスろ過効率99％：VFE 試験� …ウイルス対策用
●微粒子ろ過効率99％：PFE 試験�…… PM2.5対策用

呼吸器科部長
伊部　邦宏

感 染 対 策 P a r t １
特集：新型コロナウイルス感染症
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★当院での感染防止対策の取り組み★
～患者さんが安心して来院していただける

環境づくりをめざして～

　発熱や風邪症状がある患者さんには積極的に検
査を行い、いち早く発見できるようにしています。
　いち早く発見し対応することで感染患者さんの
重症化防止、院内や家庭内、職場内などでの感染
拡大防止につながります。
　また、院内への持ち込みを防止し入院患者さん
と職員を守る為、来院される方には検温、マスク
着用や手指消毒などお願いしています。入院され
る患者さんには問診とPCR 検査などもさせても
らっています。
　職員も検温や手指消毒、マスクや目の保護具な
ど着用し、発熱や症状がある場合は積極的にPCR
検査を受けています。
　ご不便をおかけすることが多々ありますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。

感染管理室

◎検温・マスク着用・手指消毒
　正面玄関入り口にて入館者に検温（サーモグラフィー
にて発熱チェック）を実施しております。また、マスク
着用と手指消毒をお願いしております。
　マスク着用の無い方、37.0℃以上の熱がある方は、
入館をお断りさせていただいております。

発熱外来
　外来受診・検査等に来られた際に、症状や発熱があ
る場合は、まず発熱外来にて対応させていただきます。

入院時の検査
　院内感染防止及び無症状の感染者を事前に把握す
るため、医師が必要と判断した患者さんには入院時に
新型コロナウイルスの PCR 検査、CT撮影等を受けて
いただいております。

◎面会禁止
　入院患者さんへの面会を禁止させていただいており
ます。尚、着替え等の引き渡しについては、受付にて
対応させていただきます。
【対応時間】
　平日 ( 月～金 )	 ：13：0０～１9：0０
　土曜日	 ：10：0０～１３：００
　※日祝日は原則対応不可

オンライン面会実施中
　代わりの面会方法として、LINEを利用したオンライ
ン面会を実施しております（予約制）。ご希望の方は、
病棟までお問い合わせください。

◎各窓口・外来待合い
　各窓口において、飛沫防止アクリルパーテーション
を設置しております。また外来の待合いなどでは、人
と人の距離を保つため、間隔をあけてお座りいただい
ております。

◎消毒作業・換気
　外来待合椅子、ドアノブ等、共有して手が触れる箇
所の消毒作業を行っております。また、窓やドアを開
放し、換気を行っております。

◎トイレ	ジェットタオルの使用中止
　ウイルス拡散防止のため、使用を中止しております。

◎職員の出勤時、勤務中の対応
　当院職員の出勤時には、入館前に検温・手指消毒・
マスク着用、ゴーグル又はフェイスシールド着用を徹底
しております。
��また、勤務中にもこまめな手指消毒及びパソコンや
机・ドアノブ等の消毒作業を行っております。

【令和３年３月末時点での対応】

感 染 対 策 P a r t ２
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受付時間

（ご注意）
　　平日８：30〜12：00　土曜日８：30〜11：00　（日曜・祝日は休診）
　　   １. 手術・検査等で都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

　　   ２. 特定の医師に受診希望の時は、一度お電話でご確認ください。

　  受付機開始時間　　　　７：50

医師交代制

● 豊郷病院外来診療担当表 ● 2021年（令和３年）４月16日からの診療

月 火 水 木 金 土

堤　明裕
（診察10：15〜11：30）【受付11：00まで】

大塚茜子
（診察10：15〜）【受付11：30まで】

医師交代制

鄭　裕午曽我弘樹曽我弘樹 曽我弘樹 鄭　裕午
てい    　ゆう  ご てい    　ゆう  ご

鄭　裕午
てい    　ゆう  ご

加藤　威

大道千奈津 大道千奈津 大道千奈津

世一市郎

藤居孝文（不定期）

第2.4 岡本庄一郎
（第1.3.5 休診）

藤居孝文 藤居孝文

桐山啻夫 吉川邦生 桐山啻夫土井久和 吉川邦生

藤居孝文歯科口腔外科
（予約優先制）

健　　　 診
（完全予約制）

内  科

午前

午前

午前
午前

午前

午前

午前

午前
午前

三村由卯
第1.3.5 松井克之
第2.4    一岡聡子小　児　科 午前

午前

午前6診
糖尿病内科
柳町剛司
（予約優先制）

糖尿病内科
木敬文
（予約優先制）

糖尿病内科
木敬文
（予約優先制）

糖尿病内科
木敬文
（予約優先制）

糖尿病内科
木敬文
（予約優先制）

午前7診

耳鼻咽喉科

脳神経外科

午前脳神経内科

皮　膚　科

泌 尿 器 科

外 　 　 科
（予約優先制）

婦　人　科

第1.3 井内武和
第2 谷 眞至（消化器外科）

第4.5（院長） 横田 徹

藤居孝文

越沼伸也

科 曜日

三村由卯 三村由卯 三村由卯 （　　　）診察
9：30〜

（認知症外来）

眼　　　科
受付時間
平日　11：30まで
（予約優先制）

大脇成広大道千奈津

第1.3 小川暢弘
第2.4 田村亮太
（第5 休診）

第1・3・5 堀井 翔平
第2・4 大道千奈津

消化器内科

第2 医師交代制
（第1.3,4.5 休診） （予約優先制）

消化器内科

横田佳大
（予約優先制）

消化器内科

山下典亮
（予約優先制）

消化器内科

足立　明
（予約優先制）

消化器内科

大野将司
（予約優先制）

肝臓・消化器内科

土井久和
（予約優先制）

午前5診

循環器内科

宮武秀光
（予約優先制）

循環器内科

宮武秀光
（予約優先制）

循環器内科

川島明代志
（予約優先制）

４診 午前

循環器内科
とみ    た

冨田行則
（予約優先制）

循環器内科

医師交代制
（予約優先制）
（第1.3,5 休診） 

呼吸器内科

医師交代制

午前3診
　　　循環器内科         

奥田和美
（予約優先制）

循環器内科

辻野　泰
（予約優先制）

循環器内科
とみ    た

冨田行則
（予約優先制）

循環器内科
とみ    た

冨田行則
（予約優先制）

井内武和

岡本庄一郎 森　崇正

冨田靖之冨田靖之
とみ だ

松本理子

岡本庄一郎岡本庄一郎

とみ だ

冨田靖之
とみ だ

冨田靖之
とみ だ

第2.4.5医師交代制
（第１.３　休診）

井内武和村田　聡
（院長）

横田　�徹

第2週のみ
診療成田　実 成田　実（隔週診療）（   　　　） （   　　　）成田　実 第1～4週

診療

岡村恭子

呼吸器内科

坂口惠美 中江尊保

阪上悌司

　

堀川健志

中江尊保

阪上悌司

岡村恭子

上原美奈子

（心理 川瀬）（心理 木津）（心理 木津）（心理 岩井） （心理 木津）

精神科
（初診完全
予約制）

1診
2診
3診

午前
午前
午前
午前

（　　　）診察
10：00～

堀川健志

整 形
外 科

1診

2診

午前

午前
専門
外来 午前 児玉成人

（手の外来  完全予約制）
（ 　 　 　）曜日不定期

長谷川高秀
【受付10：00まで】

長谷川高秀
【受付10：00まで】

熊谷康佑
【受付10：00まで】

呼吸器外科（名誉院長）

佐藤公彦
（予約優先制）

呼吸器内科

坂下拓人
（予約優先制）

呼吸器内科

橋本圭司
（予約優先制）

呼吸器内科

山口大介
（予約優先制）

2診 午前

呼吸器内科

中西　司
（予約優先制）

呼吸器内科

伊部邦宏
（予約優先制）

呼吸器内科

伊部邦宏
（予約優先制）

呼吸器外科（名誉院長）

佐藤公彦
（予約優先制）

1診 午前
呼吸器内科

黄瀬大輔
（予約優先制）

藤居孝文

町田好聡

第1.3.5 前川 毅
第2.4 （院長） 横田 徹

西川絢子

木築裕彦（脳神経外科）
（頭痛専門外来 診察10:30頃～）

（
予
約
制
）

木築裕彦（脳神経外科）
（頭痛専門外来 診察10:30頃～）

林　拓二（　　　）診察
10：00～

林　拓二（　　　）診察
10：00～

[　　　　]※第２のみ
　完全予約制

消化器内科

門元　優
（予約優先制）

循環器内科

川島明代志
（予約優先制）

循環器内科

川島明代志
（予約優先制）

谷川仁士（第2.4 休診） 
（診察9：30〜）【受付10：00まで】
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　第66期生卒業式３月２日(火 )学院長林拓
二先生より８名の卒業生に訓示と卒業証書を
授与しました。

　また、成績優秀者に
贈られる友吉唯夫賞は、
今井景子卒業生が表彰
を受けました。

“私たちの住む町”探検♪NO.2“私たちの住む町”探検♪NO.2

甲良町三大偉人

　甲良町には、深い歴史とともに地域の文化を
育んできたことによる「豊かな歴史文化」が蓄
積されています。その一つとして、“甲良町三大
偉人”（佐々木道誉、藤堂高虎、甲良豊後守宗廣）
の輩出が挙げられます。今回は、そのうちの一
人「バサラ大名」佐々木道誉について触れてみ
たいと思います。

●「バサラ大名」佐々木道誉
　甲良町を含む近江の国は、鎌倉時代には近
江源氏とも言われる佐々木氏の所領であり、足
利尊氏に仕え室町幕府
の創立に参与した「佐々
木高氏（京極道誉）」公
は、甲良町内の勝楽寺
に居を構え、古い形式に
よる権威に反発し派手な
振る舞いや華美な装い
を好む当時の美意識に
なぞらえ「バサラ大名」
の異名を持ち、一方で連歌や和歌に長じ、茶
道や猿楽（のちの能楽・狂言）、また香道に親
しむ等当代一流の教養人であり文武両道に長
けた人物であったと言われています。

　甲良町三大偉人、「築城の名手」藤堂高虎と�
「日光東照宮造営の大棟梁」甲良豊後守宗廣に
ついては、またの機会に触れてみたいと思います。

甲良町甲良町

広報委員　山本　真弓

▲佐々木道誉公肖像

2021年度人権啓発活動重点目標2021年度人権啓発活動重点目標

「誰か」のこと じゃない。「誰か」のこと じゃない。
違いを認め合い、違いを認め合い、
相手の気持ちを考えよう相手の気持ちを考えよう
　当法人ではあらゆる人権問題の解消に向けて積極
的に取り組み、明るい職場作りを目指してしています。
　新型コロナウイルス感染症に関連した差別、イン
ターネット上での誹謗中傷、いじめや虐待など、様々
な人権問題が後を絶ちません。
　豊郷病院は、人権問題を誰かのことではなく、自
分の問題として捉え、まずは、互いの違いを認め合い、
相手の気持ちを考え、思いやることのできる心を育
んでいけるよう、今年度の活動目標としてすすめてま
いります。 人権教育推進委員会

管理課
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部署紹介 No.5

　私たち「企画財務課」は、法人の運営に関す
る経営企画と財務管理を行っている部署です。
大きく分けて「企画」は、法人全体の経営方針
や、将来のビジョン、各部署の調整やデータ管
理などになります。
　「財務」については現・預金や財産の管理、決
算書や予算書などの財務諸表の作成、税金の
取扱いや金融機関への借入れ計画など、多岐
に渡ります。
　当課は、病院の中長期的な計画の策定と計
画に基づいた、ヒト・モノ・カネ・情報の資源配
分を通じて、病院経営の業務に携わることと医
療スタッフのサポートを行うことが重要になっ
ています。
　構成人数は4名で、事務部内に編成されてか
ら2年ほどになり、私達課員は、同じ部署の同
僚、上司との関係だけでなく、部署を越え、職種
を越えての良好な人間関係、信頼関係を築いて
いくことを重視し、ひとつの目的に向かってい
くための手助けが出来るように縁の下の力持
ちとして対応してまいります。気軽にお声掛け
下さい。

「企画財務課」

企画財務課　課長　山本　保
精神科急性期治療病棟
師長　木村　千江

　私は、以前から手芸が好きで時々、編み物や小物作
りをしていました。コロナの影響で、家で過ごすこと
が多くハンドメイドをする機会が増え夢中になりま
した。得意なものはポーチ、カバン、小物類です。
　ポーチを作るときに大切にしていることは、ファ
スナー部分をミシンで縫う時です。仕上がりを見る
とゆがんでいる。「とても残念」「今度こそ」「この部分
はこうすればいいのか」と思い、上手く縫うためにこ
だわりが強くなり、型紙作成、布選び、布の裁断、アイ
ロンかけ、パーツ作りの繰り返しです。
　作っているうちに気づいたことは、心が乱れてい
ると仕上がりに影響します。もの作りも使う人をイ
メージして作ると仕上がりがよく達成感もありま
す。看護の仕事も、もの作りの趣味も人のつながりを
忘れてはうまくいかないと思いました。そんな感動
を得たくてハンドメイドを楽しんでいます。興味の
ある方は私に声をかけてください。

私
の趣味の世界No.12

CHIE handmade

●●専用のケースです！

特別なサイズのポーチは

手作りならではです♪
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～薬剤部だより～　No.2

「お薬の飲み合わせ」「お薬の飲み合わせ」
相互作用
　1つずつでは問題ないお
薬でも、お薬とお薬の飲み
合わせ、またはお薬と食品
（飲み物 /嗜好品含む）の
食べ合わせによっては、よくない影響が出る組み合
わせがあります。この影響を相互作用といい、注意
して防がなくてはなりません。
相互作用で起こること
・お薬の効き目が強くなりすぎる
　�副作用が出やすくなったり、胃腸や肝臓の障害
を起こすことがあります

・お薬の効き目が弱くなる
　�お薬の効果が抑えられ、病気が治りにくくなります

食べ物との飲み合わせ
　食べ物との飲み合わせによって、お薬の効果が変
化することもあります。服用中のお薬と良くない組
み合わせの食品は摂取しないように注意が必要です。

　以下に例を挙げますが、これ以外のお薬でも相互
作用を起こすことがありますので、不安なときは医
師や薬剤師にご相談ください。

薬剤部
部長　岡田　尚也

ストレス社会を生きていくために

精神科リハビリテーション No.1精神科リハビリテーション No.1
　精神科にもリハビリテーションがあることをご存じです
か？今回からは精神科リハビリテーションについてご紹介し
ていきます。
　たとえば骨折は、お薬と安静だけでは治りませんよね？少
しずつ動かさなければなりません。精神科の治療も同じよ
うなところがあって、薬物療法や休養のみではうまくいかな
いことがあります。少しずつ体を動かし、人前に出て活動し、
自分自身を見つめなければなりません。このような精神科の
リハビリテーションは薬物療法と組み合わせることで、薬物
療法のみの治療よりも、効果が上がることが知られています。
ご興味をお持ちの方は職員にお問い合わせください。次回
は具体的なリハビリテーションについてご紹介します。

※認知行動療法は精神科リハビリテーションの一つです。

リハビリテーション科
作業療法士　岩田　夏彦

休養・睡眠や食事休養・睡眠や食事
をしっかりとるをしっかりとる

外に出てみる。外に出てみる。
人前に出てみ人前に出てみ
る。通うところる。通うところ
を作ってみる。を作ってみる。
集中して何か集中して何か
をしてみる。をしてみる。

今までの自分今までの自分
自身の体験を自身の体験を
振り返ってみ振り返ってみ
る。家事や仕る。家事や仕
事の仕方を工事の仕方を工
夫してみる。夫してみる。
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リレー介護事業所だより

　広報紙に関する、ご意見・ご要望などございましたら、

ご連絡いただくか、病院設置の「声の巣箱」に投稿いた

だければ幸いです。

　また一市四町の地域に密着した、名所、旧跡、文化など

の記事も同時募集します。（写真のみでも結構です。）

地域連携室

彦根市
　地域包括支援センターきらら
（担当学区：城陽　若葉　亀山　河瀬学区）

　Ｈ24年に豊郷病院が彦根市から委託を受け
高齢者の生活を総合的に支える業務をおこ
なっています。
　センターには看護師・社会福祉士・主任介護
支援専門員が5名在職しており、医療・健康・介
護・福祉など様々な面から高齢者やその家族
を支えています。高齢者本人や家族、地域住
民、ケアマネジャーなどから受けた悩みや相
談をお聞きし、ご相談者と一緒に考え対応さ
せて頂いています。また住み慣れた地域で安
心して暮らしていけるよう活動しています。
介護に関する相談や悩み以外にも福祉や医療
のことなど、何でもご相談下さい。

栄養科シリーズ №34

☆☆健康レシピ☆☆

栄養科　安西　麻里子

　ツナの代わりにサラダチキンやゆで卵などで

もおいしくいただけます。たんぱく質を含む食

品 （魚、肉、卵）、野菜類、主食が揃っているため、

1品でも栄養バランス良く摂ることができます。

 材料（２人分）

・春キャベツ…………80g

・人参…………………20g

・ツナ缶（油漬）※ …1缶（70ｇ）

・アスパラガス………２本

・ツナ缶の油…………小さじ１/2

・塩、こしょう………適量

＜ドレッシング＞（合わせておく）

　・塩………………ひとつまみ

　・はちみつ………小さじ1

　・レモン汁………小さじ１

　・ツナ缶の油……小さじ１

　・粒マスタード…小さじ１

・ロールパン………4個

 作り方

①　春キャベツ、人参は千切りし、耐熱容器に入れふ

んわりラップをし、電子レンジで2分程加熱する

（600w）。粗熱が取れたら水気を絞り、油を切っ

たツナ缶、ドレッシング★を入れて和えておく。

②　アスパラガスは、根元を1cm程切って下半分の

皮をピーラーで 剥き、2〜3等分に切る。

③　フライパンにツナ缶の油を入れて中火にかけ、

②を入れて炒める。軟らかく火が通ったら塩、こ

しょうで味付けし、火を止める。

④　ロールパンの上に切り込みを入れ、①、③を挟む。

彦根市地域包括支援センターきらら
センター長　　高橋　ひとみ

★

春野菜の
ハニーマスタードサンド

※ツナ缶（油漬）

の油は、ドレッシ

ング、炒め油に使

用するので捨てず

に 残 し て お き ま

しょう。
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■診療科目
・内科・外科・消化器外科・整形外科・消化器内科・呼吸器
内科・呼吸器外科・循環器内科・脳神経外科・眼科・泌尿器
科・耳鼻咽喉科・歯科・歯科口腔外科・小児科・婦人科・皮
膚科・麻酔科・精神科・心療内科・脳神経内科・リハビリテー
ション科・放射線科・血液浄化センター・認知症疾患医療セン
ター オアシス

■診察日　月～土曜日
　【受付時間】受付機開始時間7時50分
　　平日：8時30分～12時　　土曜：8時30分～11時

豊郷病院

2021（令和３年) ４月
春季号　　　  No. 69豊郷病院　広報紙

地域連携室
〒529-1168 滋賀県犬上郡豊郷町八目12
TEL 0749-35-3001　FAX 0749-35-2159

地域連携室直通　TEL 35-0001　FAX 35-0403
http://www.toyosato.or.jp/　E-mail:toyosato@toyosato.or.jp

発 行
日本医療機能評価機構認定病院

公益財団法人豊郷病院

基本理念

１,  郷土愛と博愛の創立精神に基づき、地域の医療・保健・福祉を支える。

２,  医学の進歩に同調し、わかりやすく信頼される医療を行う。

３,  温もりと心をこめたサービスで、快適な療養環境を築く。

４,  患者さまの権利を尊重し人権をまもる。

５,  職員の労働環境に配慮し、効率よい安定した病院経営を行う。

ご自由に
お持ち帰り
ください

白蝶草（豊郷町高野瀬）
臨床精神医学研究所 /林先生撮影

◇新年度に向けて
◇新任医師・新看護部長の紹介
◇新入職員入職・辞令交付式
◇売店新装オープン
◇看護部だより
◇診療部門の情報
◇特集：新型コロナウイルス
　　　　感染症感染対策
◇外来診療担当表　
◇准看護学院卒業式
◇2021年度人権啓発活動重点目標

◇“私たちの住む町”探検No.2
◇部署紹介No.5
◇私の趣味の世界No.12
◇精神科リハビリテーションNo.1
◇薬剤部だよりNo.2
◇栄養レシピNo.34
◇リレー介護事業所だより

　　 豊郷病院店
　　　 新装オープン !!


