
■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・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

■交通アクセス
　★電車利用の場合　JR河瀬駅または稲枝駅から車で10分
　　　　　　　　　　JR彦根駅から車で20分
　　　　　　　　　　近江鉄道　豊郷駅から徒歩1分
　★車利用の場合　　名神湖東三山S.I.Cから10分
　　　　　　　　　　名神彦根I.Cから20分
　　　　　　　　　　国道8号線　高野瀬交差点を東へ5分
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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

台湾連翹（豊郷町）
臨床精神医学研究所 /林先生撮影
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◇「AI問診」開始しました
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◇“私たちの住む町”探検No.4
◇精神科リハビリテーションNo.3
◇薬剤部だよりNo.4
◇地蔵盆・防災の日
◇病院機能評価更新キックオフ
◇外来診療担当表　
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● 診療部門の情報 ●

“聞こえ”のお話
　4月から豊郷病院耳鼻咽喉科に赴任となりまし
た大道です。
　地域の皆様のお役に立てるよう頑張りますの
で、宜しくお願いします。
　今回は聞こえのお話をしたいと思います。
　コロナ禍の昨今、マスクは必需品ですが、声が
こもって聞こえにくいと感じたことはありません
か。実際、難聴者へのアンケートでは約8割の方
がマスクで聞き取りにくさを感じており、音響
メーカーの分析によるとマスクは特に高音が減衰
し、母音と子音の聞き取りが難しくなるそうで
す。マスクをつけて話をするときは、聞き手の方
を向いて、一言一言はっきりと発音すると、大き
な声でなくても聞き取りやすくなります。大きな
音はかえって騒音性難聴の原因となり、避ける方
が望ましいです。
　海外の文献では中年期に難聴があると認知症の
リスクが1.9倍、高齢期のうつや社会的孤立で
1.6-1.9倍と報告されています。難聴は、コミュ
ニケーションを困難にしてうつや社会的孤立と関
連し、音の刺激が減ることで脳が萎縮して、認知
症に影響するそうです。予防できる認知症の要因
のうち、最大のものが難聴
なのです。鼓膜の奥に水が
たまる滲出性中耳炎や耳垢
といった治療できる難聴
や、治療できない加齢性難
聴も、補聴器で聞き取りの
改善を目指せます。補聴器
調整も出来ますので、聞こ
えにくさを感じたら早めに
受診しましょう。 耳鼻咽喉科部長

大道　千奈津

「AI問診」開始しました!!

　当院では、6月21日より先行して発熱外
来からAI問診の運用を開始しました。
　8月１日より各科で本格的にAI問診を開
始しています。今までは、初診の患者様に
は紙ベースでの問診を行っておりました
が、今後はタブレットやスマートフォンで
問診を行います。
　導入したメリットとして、事前にAI問診
を行う事で電子カルテに問診内容が反映さ
れる為、スムーズな診療、患者様の待ち時
間の軽減が期待できます。
　タブレットでの問診も操作は簡単で、10
分程度で問診が完了します。若い方からご
高齢の方でも簡単に使用して頂けます。
　当院は、滋賀県下で2番目の導入となりま
した。
　スムーズな診療、待ち時間軽減の為、ご
理解とご協力をよろしくお願いします。

医事課長　岡村　昌彦
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看護チームの一員である
看護補助者の研修紹介

看護部だより

看護部長　西村　美穂

　年1回看護補助者研修を実施していま
す。今年度は、6月～9月にかけて約60名
の看護補助者が受講しました。研修目標
は、「看護チームとして質の高い看護・ケア
を提供する」ことを目標として研修を行っ
ています。内容は、「守秘義務、個人情報の
保護」「医療安全・感染対策」「チームの一
員としての看護補助者業務の理解」「認知
症の理解」「日常にかかわる業務」です。院
内講師や師長の対面講義、eランニングを
活用して研修を行っています。
　研修を日常の業務に活かし、看護師と
共に、看護チームの一員としてケアを提供
しています。看護補助者業務に私もトライ
してみようと興味のある方は、
お気軽に問い合わせください。 一緒に働く

仲間を募集中

です！

“私たちの住む町”探検♪NO.4　　

びん細工てまり
　　　　　ポスト

　近江鉄道愛知川駅前には、愛知川の伝統
工芸品であるびん細工てまりを参考にして作
られた郵便ポストが設置されています。一度
見ただけではポストには見えない可愛らしい
デザインの郵便ポストで、しっかり郵便物の
回収もされている現役のポストで、説明文も
下に書いてあります。愛知川駅にはこのポス
トの他にコミュニティハウス・るーぶる愛知
川という観光情報やギャラリー展示をされて
いる施設が併設されていますので、コロナが
落ち着いたらそちらもお伺いしたいと思いま
す。みなさんも一度訪れてみてはいかがでしょ
うか。

愛荘町愛荘町

広報委員　山本　真弓
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～薬剤部だより～　No.4

お薬手帳について

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.3

メタ認知トレーニング
クイズ：発生確率を予想してみましょう

　あなたの予想と実際の確率はどれぐらいフィットしていた
でしょうか。（答えは 18 ページの下にあります。）
　もしかすると、①と②はあなたの予想よりも実際のほう
が高かったのではありませんか。一方で、③と④は予測より
も実際のほうが低かったのではありませんか。
　私たちは、心身に不調をきたすと、ポジティブなことが起
こる確率を低く見積もり、ネガティブなことが起こる確率を
高く見積もる、という傾向が強くなると言われています。こ
れは、確かな情報がないのに結論付けてしまうタイプの思
い込みです。
　悪い予測をすると、人は行動に起こしにくくなります。しか
し、行動してみないと予想が当たっているかは確かめられま
せん。行動してみないと物事が上手くいくことはありえません。
　メタ認知トレーニングでは、このような思いこみの罠には
まらないようにする練習をしていきます。
　興味をお持ちの方は、精神科主治医までご相談ください。
病院ホームページにも詳細を掲載しています。

作業療法士　岩田　夏彦　
公認心理師　木津　賢太

お薬手帳に記載されている事
お薬手帳には、主に以下の内容が記載されています。
・薬を処方してもらった日付
・処方箋を出してもらった医療機関、医師名 
・お薬の名前、量、効能
・お薬の服用方法、服用に関する注意事項

それでは、お薬手帳が、実際どのように役立つのか、
以下解説します。
★お薬手帳を利用するメリット
副作用や飲み合わせのリスクを軽減することができる
　お薬手帳を持っている事で、医療機関での過去の
お薬履歴が分かるため、飲み合わせや、お薬の重複
を避ける事が可能になります。
　また、副作用歴、アレルギー情報、過去にかかっ
た病気等も記載、伝える事で、医師、薬剤師が薬の
相互作用をチェックすることが可能です。

★旅行、災害などの緊急時の活用
　旅先などで、かかりつけの病院や薬局に行くこと
ができない場合や、家族が服用しているお薬を説明
しなくてはならない場面においても、お薬手帳を医
師や薬剤師に見せることで、服用中のお薬の情報を
正確に伝えることができます。緊急時に備えるという
意味でも、お薬手帳は役にたちます。

お薬手帳は１冊にまとめる
　「毎回お薬手帳を持って行くのを忘れてしまい、家
に何冊もたまっている。」という方も、少なからずいらっ
しゃるかもしれません。
　お薬手帳は、現在までの服用歴が記載されている「お
薬の履歴書」のようなものになります。複数の手帳を
持ってバラバラに管理していると、今までご自身の体に
合わせて出された「お薬の履歴」がわかりません。
　手帳が何冊もあるという人は、薬局の薬剤師にお
願いをして、１冊にまとめてもらいましょう。

予想

　　　％
予想

　　　％
予想

　　　％
予想

　　　％

①�飛行機の中にお医
者さまがいる確率

②�自販機の下にお金
が落ちている確率

③�１年間に車の事故を
起こす確率

④�１年間に家が火事に
なる確率
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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　　　　

　今年も病院とパストラールとよさとで地
蔵盆を行いました。
　当日は雨のため、屋内での法要となりま
したが、コロナウイルス感染症の影響で病

院内学童の子どもた
ちの姿はなく、小規
模な静かな地蔵盆で
したが、地域の安全
祈願や疫病終息祈
願、報恩感謝につと
めました。

総務課

「地蔵盆」

毎年9月1日は、
防災の日（ぼうさいのひ）。
　この9月1日という日付けは、大正12年9月1
日に発生した関東大震災にちなんだもので、例
年8月31日-9月1日頃は、台風の襲来が多い時
期とされ、「災害への備えを怠らないように」
との戒めも込め、昭和35年に制定されました。
　新型コロナウイルス感染症の終息が未だみえ
ず猛威を振るうなか、8月中旬には雨天続きで
水害が各地で発生し、今後は台風の影響も気に
なるところです。「感染予防と熱中症対策」を

併せた準備が必要となります
ので、これまで以上に注意し
てまいりましょう。

防火・防災管理者　山本　洋道

　当院では、質の高い医療サービスを効率
的に提供する為に改善活動を行い、公益財
団法人日本医療機能評価機構による病院機
能評価（3rdG：ver.1.1）の認定を受けてお
ります。来年４回目の再更新に向けたキッ
クオフ大会を開催しました。病院理念に基
づいた取り組みと地域の皆様や連携施設か
ら信頼される為に、継続的質改善活動と組
織体制の構築を行い、全職員が一丸となっ
て取り組んでまいります。

「病院機能評価」更新キックオフ

事務局：企画財務課長
山本　保　　

7 8



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）10月１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

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
（予約優先制）

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）（完全予約制）

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 須藤智之
第2・4 大道千奈津

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

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 成田　実（隔週診療）（   　　　）

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

岡村恭子西村三佐子

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

1診

2診

児玉成人
（手の外来  完全予約制）

（ 　 　 　）曜日不定期

米田義崇
（診察10：00〜）【受付9：30まで】

長谷川高秀
【受付9：30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～）

嶋　綾子
【受付11:30まで】

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
（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】

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

足立　明
（予約優先制）

消化器内科

山下典亮
（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
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第７回　2021年度TQM活動
　TQM 活動も今年で７年目となりました。
　23チームの活動予定で、今年もコロナ禍で
の活動のため講師の先生のヒアリング等を行う
ことは難しいですが、それぞれのチームが自発
的により良い病院づくりを目指しテーマを絞って
日々活動を行っておりますのでご期待ください。

No. チーム名
1 連携「密」にし隊
2 ペーパーダイエッター’s
3 リハビリテーション科　BCP 班
4 Over the Rainbou
5 Toyosatodo　switch　Ver.2
6 あつまれ！とよさとの病院
7 瞳の中にレインボウ
8 5 年 2 組　栄子先生
9 シーツ伸ばし隊
10 せん妄　どげんかせんといかん
11 キュンです
12 時間守り隊
13 改善して～よう
14 美味しいご飯にして～よう
15 感戦５レンジャー + 小梅
16 外科の刃～上弦の外科医　井内～

17 逃げるは勝ち組　役に立つ！
逃げ勝ち～ Ver.HD ～＃ 2

18 未決定
19 美魔女集団（仮）

20 やればできる！
パワー全開‼Σ(･ω ･ﾉ ) ﾉ！

21 みんなで、美味しくいただきまーす
22 ひまわり　ウイルスバスターズ
23 情報を持って「手をつなぐ子ら」

TQM事務局
（総務課）山本　真弓

回復期リハビリテーション病棟

“夏祭り”開催♪“夏祭り”開催♪
感染対策
徹底下での

　2012年の病棟開設以来、毎年「夏祭り」を開催し
てきましたが、昨年はコロナ感染症拡大防止のため
断念しました。今年度はこの状況下でも出来る方法を
企画検討し、去る8月27日（金）に行いました。朝か
らお祭り気分を高めるため、江州音頭を流すと「今日
はお祭りや」「楽しみやわ」と笑顔いっぱい。密にな
らないようにディルームや廊下を使用し、午前中はビ
ンゴ大会を行いました。病棟の色んな場所でカード
を持ってスタンバイ。始まると「あった」「リーチ」と
大きな声。ビンゴになると「ビンゴ」「これ（景品）も
らったよ」と喜んでいただきました。また、昼食に合
わせて、舟形の器に焼きそばを屋台風に盛り付け、
夏祭り気分を高めました。「特別においしいわ」と大
満足。午後からは、宝釣り、輪投げ、射的の3つの屋
台を行いました。スタンプが3つ揃うと、参加賞の駄
菓子とオロナミンＣをもらい「これ懐かしい」「楽し
かった」「良い思い出になった」などうれしい言葉を
聞くことが出来ました。3密の回避や都度の物品消
毒など大変な部分はありましたが、何より患者さん
の笑顔が見られ楽しんでいただけて、私たちスタッフ
もほっこりとした一日でした。

回復期リハビリテーション病棟回復期リハビリテーション病棟
師長　外川　栄子師長　外川　栄子
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部署紹介 No.7

　医療支援室では、医療クラークとして主に
医師の診断書等の作成代行を行っておりま
す。「医療クラーク」という名前はあまり聞き
なれないかもしれませんが、医療秘書のよう
なイメージです。
　近年、厚生労働省より医師の働き方改革が
推進されておりますが、医師の負担軽減（タ
スクシフト）を目的として私たちは業務を
行っています。
　主な業務内容は、診断書全般の作成代行や
NCD登録（日本全国の手術や治療情報の登
録）や整形外科外来での医師事務作業補助と
して、電子カルテの代行入力やオーダーなど
も行っています。
　医師が円滑に診療を行い、事務作業を軽減
することで、少しでも患者さまの診察待ち時
間の短縮や、ひとりでも多くの患者さまの診
療ができるよう、これからも日々努力してい
きたいと考えております。

『医療支援室』

医療支援室係長　森田　克哉

　母が和装の裁断の仕事をしており、着物に馴染
みがあり昔から関心はあったのですが、浴衣を自
分で着たいと思った事がきっかけで着付け教室
に通うようになりました。
　仕事帰りに毎週着付教室に行き、とりあえず自
装（自分で着る）する、きれいに自装する、他装（他
の人に着せる）をする、と段階を踏んで最終的に
振袖を着付けるまで習いました。
　今は習った事を忘れないように月に1回教室に
復習をしに行っています。
　習ってみて思ったのは着物や帯にはいろいろ
な種類と結び方があり、同じ着物でも帯や小物の
組み合わせによって印象を変えることもできて
奥が深く面白いです。
　また着物を着ると凛とした
気持ちにもなりますし、非日
常感も味わえてとても楽しい
です。
　今はあまり外出はできませ
んが、また落ち着いたら着物
を着てお出かけしたいと思い
ます。

私
の趣味の世界No.14

着物の世界

診療情報管理室　
係長　清水　宏美
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　豊郷町認知症カフェ事業委託により豊郷病
院が主体運営をする認知症カフェ「豊豊」が
オープンしました。コロナ禍でも安心して出
来る方法を検討し、7月17日（土）豊郷小学
校旧校舎群会議室をお借りして無事オープン
することが出来ました。初回は認知症カフェ
開設の目的や認知症カフェについての学習
会、アクティブ活動では出席カード作り、意
見交換会（ざっくばらんに喋ろう会）と楽し
い時間を過ごしていただきました。
　健康や認知症予防に興味のある方はどなた
でも家族や仲間と一緒にご参加ください。み
んなで学び、みんなでおしゃべりし、みんな
で楽しむ時間にしたいと考えています。みな
さんお誘い合わせてご参加していただきます
よう宜しくお願いいたします。

看護副部長　外川　栄子

★お問い合わせ・予約窓口★
とよサポ（豊郷病院内）0749－35－5096
（月～金　8：30～16：50）
参加には前日までに予約が必要です

認知症カフェ「豊豊」
と よ  と よ

OPEN

　７月１日より営業をさせていただいてます「S
キッチンとよさと」です。
　病院内外の皆様に気軽にご利用頂け、“美味し
い”をお届け出来るお店作りを目指しています。
　近江商人の三方よしの精神の基、お客様のご意
見・ご要望には迅速に対応して参りますので、ご
意見・ご要望もドンドンお聞かせください。
　また、コロナ禍で休業しているイートイン・喫
茶コーナーも収束後には再開する予定でいますの
で、その際は是非お立ち寄りください。

株式会社千成亭風土
Sキッチンとよさと
店長　田辺

回復期リハビリテーション病棟１F
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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

コロナ禍の中での行事の取り組み
　パストラールとよさとでは、コロナが蔓延す
る前は各棟合同での行事を年数回行っていま
したが、今は密を避けるため規模を縮小して
行っています。合同で行うことの良い面もたく
さんありますが、合同行事では参加できずに
見ているだけだった方もおられました。規模
を縮小して少人数で行うことで誰もが参加し
やすくなり楽しんでいただいています。
　コロナ禍で少し窮屈なことがたくさんあり
ます。しかし、考え方・目線を変えることで少
しですが目の前に見える世界は変わるか
も・・・と思い日々利用者様と楽しく過ごすた
めの工夫を考えていけたらと思います。

栄養科シリーズ №36

☆☆健康レシピ☆☆

栄養科　安西　麻里子

おいしく炊くためのコツ

＊１．調味料を加える前に米は30分以上浸水させる
　　→浸水させないと、芯の残ったご飯に仕上がるこ

とも。
＊２．先に調味料を加えてから、水分量を合わす
　　→先に水を加えると、全体水分量が増えてご飯が柔

らかくなりすぎることも。今回の炊き込みご飯の
ように、水分の多いきのこ類を使用する時は、水
分量を目盛りより若干少な目にすると良いです。

 材料（4〜5 人分）

・米……………………… 2合
・れんこん……………… 100g
・さつまいも…………… 100g
・まいたけ……………… 100g
・鶏ひき肉……………… 100g
・生姜(すりおろし) … 小さじ2
・酒……………………大さじ1
・塩…………………小さじ1/2
・濃口しょうゆ………小さじ2
・刻み昆布………………… 4g
・刻みネギ……………… 適量

 作り方

１．米は研いだあと30分以上浸水させ、一旦ザルに上

げる。れんこんは1cm角の角切りにし、水にさら

す。さつまいもは1.5cm幅の半月切り又はいちょう

切りにし、水にさらす。まいたけは石づきを切り

落とし、小さくほぐす。鶏ひき肉は生姜、酒を加

えて混ぜ合わせる。

２．炊飯器に米、塩、濃口しょうゆを入れ、２合分の

目盛りより若干少な目の水を加える。

３．２にれんこん、さつまいも、まいたけ、鶏ひき

肉、刻み昆布の順に加え、炊飯する。

４．炊き上がったら茶碗に盛り付け、刻みネギを散らす。

パストラールとよさと
介護科長補佐　鎌野　亜紀

根菜とまいたけの
炊き込みご飯

秋の味覚

下記＊１

下記＊２

5ページの答え　①70%　②10%　③0.8%　④0.04
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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・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

■交通アクセス
　★電車利用の場合　JR河瀬駅または稲枝駅から車で10分
　　　　　　　　　　JR彦根駅から車で20分
　　　　　　　　　　近江鉄道　豊郷駅から徒歩1分
　★車利用の場合　　名神湖東三山S.I.Cから10分
　　　　　　　　　　名神彦根I.Cから20分
　　　　　　　　　　国道8号線　高野瀬交差点を東へ5分

豊郷病院

2021（令和３年) 10月
秋季号　　　  No. 71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

台湾連翹（豊郷町）
臨床精神医学研究所 /林先生撮影

◇診療部門の情報
◇「AI問診」開始しました
◇看護部だより
◇“私たちの住む町”探検No.4
◇精神科リハビリテーションNo.3
◇薬剤部だよりNo.4
◇地蔵盆・防災の日
◇病院機能評価更新キックオフ
◇外来診療担当表　
◇第７回2021年度TQM活動

◇回復期リハビリテーション病棟
　　“夏祭り”開催
◇部署紹介No.７
◇私の趣味の世界No.14
◇認知症カフェ豊豊
◇“Sキッチンとよさと”OPEN
◇栄養レシピNo.36
◇リレー介護事業所だより

営業時間：
　11 時 00 分～14 時 00 分
定 休 日：水・日・祝日

お弁当・お惣菜

“S“S キッチンとよさとキッチンとよさと” OPEN” OPEN

回復期リハビリ
テーション病棟１F


