
● 法人のごあんない ●

■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

■病棟
・一般病棟
　（急性期病床・地域包括ケア病床・回復期リハビリテーション病床）
・療養病棟（地域包括ケア病床　初期認知症対応型）
・精神病棟（精神急性期病床・精神療養病床）

■附属施設
　臨床精神医学研究所・准看護学院

■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

介護事業

認知症初期支援チーム

彦根市地域包括支援センター

訪問リハビリテーション
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甲良町デイサービスセンター
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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

役職員一同

本年も地域の皆様に寄り添いながら
お役に立てるよう尚一層努力してまいります
今年もどうぞよろしくお願い申しあげます

謹賀新年

◇新春のごあいさつ
◇診療部門の情報
◇看護部だより
◇薬剤部だよりNO.5 
◇健診センターのご案内
◇精神科リハビリテーションNo.4
◇部署紹介NO.8
◇外来診療担当表
◇外国人技能実習生受入れ
◇“私たちの住む町”探検NO.5
◇表彰ニュース

◇公開セミナー&
　　ホスピタル
　　　コンサートのご案内
◇訪問看護ステーションレインボウ
◇私の趣味の世界NO.15
◇栄養レシピNo.37
◇リレー介護事業所だより



公益財団法人　豊郷病院　
業務執行理事・病院長
　　　　横田　徹

　新年あけましておめでとうございます。

　2019年に始まったわが国のコロナ禍は、昨年夏か

ら秋にかけてワクチン接種がすすみ、感染者が激減

しました。皆さまにおかれましては、穏やかな新年を

迎えられたことと存じます。

　昨年は新年からコロナ感染の第3波に見舞われ、８

月の第5波では当初の予想を大きく越える感染拡大

となりましたが、幸い滋賀県ではコントロールセン

ターや受け入れ病院の努力により、ぎりぎりのところ

で乗り切ることができました。当院でも、各職場にお

いて感染対策を徹底し、再びクラスターを発生するこ

となく、診療を続けることができました。コロナ非常

事態下においては、当該医療機関のみならず、行政、

病院協会、医師会、そして皆さまご自身の努力と協力

がなければ、安全な医療は成り立ちません。昨今再

び、南アフリカより欧州、カナダ、豪州にオミクロン感

染が拡がり、わが国での第6波の襲来に予断を許さな

い状況です。一方で現在、国政も大きな転換期をむか

え、医療体制の充実のみならず、経済の立て直し、外

交を含め、多方面の変革が期待されます。当院におい

ても、コロナ後の医療情勢を見すえ、医療、介護にお

けるこの地域での基幹病院としての役割をしっかり

果たしたいと思っております。

　病院の理念である「豊かな郷で心と体の健康を、

家族のように」を職員一丸となって実践します。本年

もどうぞよろしくお願い申しあげます。

新春のごあいさつ ● 診療部門の情報 ●
失神（一過性意識消失）の診療の
あたらしい検査機器

　失神に対しては、24時間心電図検査があり、
広く普及しています。24時間心電図装着中に運
よく？失神発作が起これば、発作中の心電図を記
録することができ、治療方針の決定に参考となり
ます。しかし必ずしも検査中に発作が起きるとは
限らず、長時間心電図の検査を繰り返すことも経
験します。失神が年に数回程度しか起きない場合
については、ループレコーダーという植え込み型
の新しい心電図記録装置が有効です。単4電池よ
りも小型の装置で、胸ポットあたりに局所麻酔で
植え込みます。バッテリーで3年以上連続して心
拍の様子を監視します。（植え込みは、外来で可
能です）たとえば、5秒以上心臓が停止すれば、
その心電図と日時を自動的に記録します。また、
患者さんが、意識が遠くなる感じがした時に携帯
型のボタンを押すこ
とで心電図波形をさ
かのぼって記録する
こともできます。
ループレコーダーは
当院循環器科で取り
扱っています。

内科（循環器）部長
川島　明代志
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看護部
ナラティブ発表会

看護部だより

看護部長　西村　美穂

　ナラティブ（narrative）という言葉は、
物語、語りという意味です。患者さんの病
いの経験や治療に看護師が関わり、自ら
の看護を振り返る機会として毎年、ナラ
ティブ発表会を行っています。今年は、10
月29日（金）17時30分から各部署の代表
者12名が発表しました。仕事終わりの夕方
からの発表会でしたが、看護職59名が参
加し、看護の語りを聴き一緒に看護のすば
らしさを共感できる良い時間となりまし
た。発表を聞いた後は、「命の大切さ、看護
の役割など患者さんから多くの事を学ば
せてもらえる時間でした」「人と人の関わ
りのすばらしさ、看護のすばらしさを再認
識することができました」などの感想があ
りました。今後も、患者様の思いに寄り添
い、支援できるよう看護部一同取り組んで
いきたいと思います。

～薬剤部だより～　No.5

「医療用医薬品」と
「要指導医薬品・一般用医薬品」

について

薬剤部
部長　岡田　尚也

医療用医薬品
　医療用医薬品は病院や
診療所などで、医師が診
断した上で発行する処方箋

（しょほうせん）に基づい
て、薬剤師が調剤して渡
される薬です。処方薬とも
言われます。医師が診断
した上で発行する処方せ
んに基づいて、薬剤師が
調剤して渡される薬処方

薬（医療用医薬品）は、効果の高いものが多い半面、
副作用にも注意が必要です。しかし、医師は診断し
た上で処方を出し、さらに薬剤師の目も通って、それ
ぞれの患者さんの症状や体質に合った的確な薬が選
ばれていますので、医師や薬剤師の指示を守って使
えば大きな心配はいりません。

　薬店や薬局にて自分で
選んで買うことができる
薬には、要指導医薬品と
一般用医薬品の 2 種類が
あります。これらは市販薬、
大 衆 薬、OTC 医 薬 品 な
どとも呼ばれます。OTC
とは Over The Counter
の略で、薬局のカウンター
越しに買える薬という意味です。

　要指導医薬品と一般用医薬品については、次回号
にて掲載予定です。
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健診センター
　　 のご案内

定期的・積 極的な健康診断を定期的・積 極的な健康診断を！！

　現在、新型コロナウイルス感染症の 影響を考慮され、定期健康診断を見送っておられる方が多く見受け
られます。生活習慣病や早期がんの場 合、初期症状や自覚症状が現れにくく、発見が遅れる場合がござい
ます。定期的・積極的な健康診断をお 勧めいたします。
　当院では、各種健診メニュー及びオ プション検査をご用意しております。
　また、特定健診（メタボ健診）や、 企業さまからの終夜睡眠ポリグラフィー検査（一泊入院）も承って
おります。詳細は健診センターまでお 問い合わせください。尚、健診は予約制となっておりますので、事
前にお申込みいただきますようお願い 致します。

～2022（令和４）年度の 健診予約受付は、３月頃から開始予定です～

健康診断内容表（2022（令和４）年度）

健診メニュー

検査項目

人
間
ド
ッ
ク

脳
ド
ッ
ク

（
火
・
金
の
み
）

人
間
ド
ッ
ク
＋
脳
ド
ッ
ク

（
火
・
金
の
み
）

協会けんぽ
（35 才以上） 企

業
健
診

一
般

付
加

健診科医師診察 ● ● ● ● ●
脳専門医師診察 ● ●
身体計測

（身⻑、体重、⾎圧、腹囲） ● ● ● ● ● ●

視⼒検査 ● ● ● ● ●
眼底検査 ● ● ※ ●
眼圧検査 ● ● ※ ●
聴⼒検査 ● ● ● ● ●
尿検査 ● ● ● ● ● ●
便潜⾎反応検査 ● ● ● ●
⾎液検査 ● ● ● ● ● ●
肺機能検査 ● ● ※ ●
腹部超音波検査 ● ● ※ ●
心電図 ● ● ● ● ● ●
胸部 X 線撮影 ●

（２方向）
●

（２方向）
●

（１方向）
●

（１方向）
●

（１方向）

胃部検査 
（胃カメラまたはバリウム） ● ● ● ●

頭部 MRI ＋ MRA
＋VSRAD( 断面像 )
(⾎管像 )(認知症検査 )

● ●

頚部⾎管超音波検査 ● ●
認知機能スクリー
ニング検査 ● ●

※上記健診メニューにて追加検査可能（別途料金要）

★ 全てのプランで追加可能なオプション検査
検査項目 内容

マンモグラフィー
１方向撮影 乳房を機械で挟んで圧迫し、X 線撮影を行います。

触診やセルフチェックでは分かりにくい⼩さな病
変も発見できます。マンモグラフィー

２方向撮影

乳腺エコー検査
乳腺の比較的多い 40 歳代以下の方は、乳腺の影
響を受けにくいエコー検査をマンモグラフィーと併
用することが有効です。

子宮頸がん検査
( 細胞診＋超音波検査 )

子宮の入り口を綿棒やブラシなどで軽くこすり、
病変の有無を調べます。痛みはほとんどありませ
ん。超音波検査も行います。

骨密度検査
X 線を使った精度の高い検査です。骨粗しょう症
の診断・治療に繋げ、将来の骨折や寝たきりのリ
スクを減らします。

胸部 CT 検査
胸部の断面写真を撮ります。レントゲンより精密
で、⼩さな病変の検出能⼒も高いです。健診用に
被ばく量を抑えて撮影します。

肺機能検査 肺活量や肺の膨らみ方を調べることで、様々な呼
吸器疾患の可能性が分かります。

睡眠時無呼吸検査
機材を貸し出し自宅で行えます。手指、⿐、腹部
にセンサーを付けた状態で就寝して頂き、呼吸、
脈拍、体内酸素濃度を診ます。

内臓脂肪測定検査
微弱電流で内臓脂肪を測定し、肥満の中でも高リ
スクの内臓脂肪型肥満か、低リスクの皮下脂肪型
肥満かが分かります。

動脈硬化検査 
両手足首の⾎圧を同時に測定することで、心疾患
や脳⾎管疾患の原因となる⾎管の弾⼒性や詰まり
具合が総合的に分かります。

B 型、C 型肝炎検査 ⾎液中の HCV 抗体、HBs 抗原を調べます。B 型、
C 型肝炎ウイルス に感染したかが分かります。

前⽴腺がん検査 ⾎液中の前⽴腺腫瘍マーカー（PSA）を測定し、
前⽴腺肥大や前⽴ 腺がんを調べます。

In Body 測定検査 むくみや栄養状態、体組成のバランス等、体全体
の総合的な健康状態を知ることができます。

★脳ドックを含むプランでのみ追加可能なオプション検査
情動機能検査 うつ状態、無気⼒・無関心について調べる質問形式

のスクリーニング検査です。
※ 市・町からの人間ドック・脳ドック健診費助成を希望される方は、

各自でお住いの市・町へのお申し込みが必要になります。

健診のご予約・お問合せは健診センターまで

☎ 0749-35-3001（内線 211）
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部署紹介 No.8

　外来看護師は、地域と病院をつなぐ役割を
担っています。
　当院では、各診療室に看護師・またはケア
ワーカーを1名配置していますので、生活で
の困りごとや医師に聞きたいけど迷ってい
る、また、医師に言いにくいなあと感じられ
ていることなどありましたら、お気軽にお伝
えください。
　また、病棟と連携をとり情報を共有してい
ますので、入院中の指導内容や退院調整につ
いてお気づきの点がありましたら、外来看護
師にお伝えください。
　患者様が住み慣れた地域で安心して療養
生活が送れるよう、患者様・ご家族様・地域や
病院スタッフと一緒に考えていきたいと
思っております。

『看護部〜外来部門〜』

外来師長　田中　和子

朝のミーティング

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.4

　精神科リハビリテーションとして、作業療法では平
日午前の毎日、個人作業療法というプログラムを行っ
ています。作業療法室に患者さんがバラバラと着席し、
個人別に作業を設定し取り組んでいきます。作業をす
るだけでなく、現在の生活、困っていること、これか
らの希望など話し合い患者さんと歩調を合わせて実施
することを大切にしています。
　参加される患者さんは、若い方からお年を召された
方まで幅広く、引きこもりから脱しようとされている
方から、お仕事を目指されている方、お仕事をしなが
らの生活維持を目的にされている方もおられます。
　他の患者さんとの交流もあり、自分一人が苦しんで
いるわけではない、という安心にもつながります。作
業をすることで嫌なことから離れられたり、作業をす
ることで人と一緒に居られたり、話しやすくなったり
と、作業をすることのメリットはいくつもあります。
　参加を希望される方は主治医までお尋ねください。

（医師の処方が必要になります）

リハビリテーション科
作業療法士　岩田　夏彦
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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 ● 2022年（令和４年）１月４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）
初診・予約外 受付時間10:00まで

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

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】

富田真梨子
【受付12：00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】

[　　　　]※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）

第1.3.5 谷川仁士
（診察9：30〜）【受付10：00まで】

第2.4 富田真梨子【　受　付　
12：00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

室谷沙紀
むろたに  さ   き
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“私たちの住む町”探検♪NO.5　　

白亜の教育殿堂
「豊郷小学校旧校舎群」

　中山道から見える洋風建築の建物「豊郷⼩学校
旧校舎群」は、昭和12年に丸紅商店（現丸紅）の
専務だった古川鉄治郎氏により寄贈されました。
　建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏によ
り設計され、当時珍しかった鉄筋コンクリートで
建てられた校舎は、「白亜の教育殿堂」「東洋一の
⼩学校」と呼ばれ、平成 25 年には国の登録有形
文化財に登録されています。
　現在は図書館、子育て支援センターの入る複合
施設として利用されているほか、数々のドラマや
映画のロケ地として、色々な人たちに親しまれて
います。
　まさに今、放送されているＮＨＫ連続ドラマ⼩
説「カムカムエヴリバディ」に登場してくる岡山
駅のロケ地としても使われており、ファンのあい
だで人気を集めています。
　近くにあるけれど行ったことがないという方も
いらっしゃるのではないでしょうか？
　この機会にぜひ豊郷⼩学校旧校舎群にお越しく
ださい。

豊郷町豊郷町

広報担当　岡村　昌彦

　『外国人技能実習生』とは、国際貢献の一環として、
企業が途上国から外国人を受け入れ、１年間の研修後、
技能検定に合格して、さらに２年間滞在できる制度です。
　当法人は、「介護 技能実習生」として、ネパールより
２名の実習生を来年冬～春に受入れを予定しています。
初めての日本で「介護」を学びにくる２人の実習生に法
人も全面的にサポートしていきます。

　当法人外国人技能実習生プロジェクトチームは、事務
部・看護部連携のもと活動を開始しています。活動内容
は、職員への語学研修を中心に、外国人通訳の方を講
師にお招きして講演会も定期開催しています。
　今後、住環境を整え職員の一人として迎える日を楽し
みにしています。

技能実習責任者　川村　宏

〈ネパール語〉

外国人技能実習生の外国人技能実習生の
受入れ受入れ
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表彰ニュース

★滋賀県精神保健福祉協会表彰受賞★
　当職員が、滋賀県の精神保健協
会の向上と活動に長年にわたり貢献
した功績を表彰されました。
3-5病棟師長　古田　成年
★第68回彦根市優良従業員表彰受賞★
　当職員３名が、彦根市より優良従業員として表彰されました。
マックス統括所長・課長 高橋　ひとみ
グループホームゆうゆう 主任 上田　佳子
グループホームらくらく 所長 米谷　利子

「物故者追弔会と報恩講」のおつとめ

　本年も多賀妙玄寺 寺谷住職に勤行と法話をお願い
しました。
　法話で“欲”とは、「この世はみな自分の思うように
物事が進まなく生きづらいと感じることでしょう
が、これは欲によるもので、欲が強いからこそ意の
ままに進まないのです。また、欲が全くなければ人
生は楽しくない、思い通りにいかないことは当たり
前であることを忘れず与えられた一度きりの人生を
ありがたく全うしましょう」というものでした。
　私もまだまだ修行が必要ですが謙虚につつましく
人生を送っていければ良いなと思いました。本日の
法要から創立者の報恩感謝をあらたにしました。

合掌

総務主任　山本　真弓

～豊かな郷で心と体の健康を～

豊郷病院 公開セミナー＆豊郷病院 公開セミナー＆
ホスピタルコンサートのお知らせホスピタルコンサートのお知らせ

日時：2022年３月26日（土）
　　　14時～15時30分
場所：豊郷病院 内科外来
　　　（３病棟１階）待合スペース

プログラム

14：00 ～ ホスピタルコンサート
 サックス演奏家による耳なじみのある楽曲演奏♪
14：30 ～ 豊郷病院公開セミナー
 　 認知症のはじまり？
 　　～軽度認知障害（MCI）を考える～
 講演：認知症疾患医療センター⻑　成田 実 

参加参加
無料無料

【参加・お申込み方法】 予約優先制
会場の都合上（新型コロナウイルス感染対策の為）、
先着 50 名様　とさせていただきます。

《お申込み・お問い合わせ先》　
TEL：0749 －35 －3001（代表）　
　　 担　当：豊郷病院 地域連携室
　　 受　付：平日 月曜日～金曜日 ８：30 ～16：50
※ 予約優先制について、開催日当日でも空席がござい

ましたらご参加いただけますが、定員になり次第締
め切らせていただきますので、予めご了承ください。

※参加費は不要です。
※ 警報以上の発令が出された場合、また新型コロナウ
イルス感染の状況により、中止とさせていただく場
合がございますので、予めご了承ください。

（尚、中止連絡は当院ホームページ又は院内ポスター
にてお知らせいたします。また、ご予約の方につきま
しては、直接ご連絡させていただきます。）

お申込みはお申込みはこちらまで！こちらまで！
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　とにかく幼い頃から釣りが好きで、大学時代
に住んだ部屋が海に近く、もれなく海釣りにハ
マりました。貧乏学生だったため食料調達の意
味合いも大きかったですが、そこから色々な釣
りを経験して、現在狙う魚は、その時旬の美味
しい魚です。そんな私のマイルールは「キャッ
チ&イート」。食べられる分だけを持ち帰り、頂
いた命は責任を持って全て美味しくいただく。
まだ出会った事のない魚に出会うため私の釣り
熱は冷めそうにありません。

私
の趣味の世界No.15

釣り道楽
〜ブリからワカサギまで〜

放射線科　診療放射線技師
主任　中尾　喜彦

～一緒に働いてみませんか～～一緒に働いてみませんか～
訪問看護ステーション訪問看護ステーション

レインボウレインボウ

　レインボウでは、訪問看護以外にも医療的ケア
児童生徒の通学における保護者支援や、第５波の
コロナ禍の際には保健所と協⼒し自宅療養者の方
の電話での健康観察等を行い、地域のニーズに積
極的に応えています。
　今後も地域の皆様が住み慣れた場所で望む生活
が送れるよう支援していきたいと考えていますの
で、お知り合いの方で訪問看護をやってみたいと
いう方があれば是非ご紹介ください！
　レインボウの仲間となって、住みやすい地域づく
りを一緒にやってみませんか！

統括所長　訪問看護認定看護師
山田　里美

レインボウはたしょう

レインボウとよさと

レインボウひこね
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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

コロナ禍の外出
　2019年の年末より、世界中で猛威を振るっ
た新型コロナ。グループホームゆうゆうでも、
面会や外出の制限をせざるを得ない状況で、
入居者の皆様には窮屈な生活が強いられまし
た。あれから約２年が経ち、日に日に感染者
数も落ち着いてきたので、感染対策を徹底し
ながら少しずつ外出の機会を増やしています。
　太陽の日差しを浴び、新鮮な空気を吸い込
むことで、季節の移り変わりを感じていただ
くことができます。ホームの中とは違った表
情を見せて下さり、とても良い気分転換にな
りました。

栄養科シリーズ №37

☆☆健康レシピ☆☆

栄養科　安西　麻里子

〇調理のポイント

＊１･･･ほうれん草の下茹では、鍋で湯を沸かすと時
間がかかりますが、電子レンジを使用すると
時間短縮になります。

 材料（20cmフライパン１枚分）

・ほうれん草…………… 120g
・玉ねぎ…………………1/2玉
・マッシュルーム……… 20g
　（他のきのこ類でも）
・卵……………………… 3個
　　・豆乳または牛乳… 50ml
　　・粉チーズ………大さじ1
　　・塩………………… 少々
　　・黒こしょう……… 少々
・オリーブオイル……大さじ1

 作り方

１．ほうれん草は、洗ってラップに包み、電子レンジ

（600w）で約2分加熱する。

　　水にさっとさらし、水気を絞って2〜3cmの長さに

切る。

２．玉ねぎ、マッシュルームは薄切りにする。

３．ボウルに卵を溶き、A、1、2を入れて混ぜ合わせる。

４．フライパンにオリーブオイルを入れ熱し、3を流し

入れる。蓋をして中火で2分、弱火で8〜10分程蒸

し焼きにし、卵が固まれば火を止める。

5．６等分の大きさに切り分け皿に盛り付ける。

　　お好みでケチャップを添えても美味しくいただけ

ます。

ほうれん草のキッシュ風

彦根市グループホームゆうゆう
所長　小島　由香里

1束ずつ交互に重ねると、
ムラなく加熱できます。

＊１

キッシュはパイ生地やタルト生地を使用する料理で
すが、今回は生地なしで簡単に作ることができる
キッシュ風をご紹介します。

A
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● 法人のごあんない ●

■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

■病棟
・一般病棟
　（急性期病床・地域包括ケア病床・回復期リハビリテーション病床）
・療養病棟（地域包括ケア病床　初期認知症対応型）
・精神病棟（精神急性期病床・精神療養病床）

■附属施設
　臨床精神医学研究所・准看護学院

■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

介護事業

認知症初期支援チーム

彦根市地域包括支援センター

訪問リハビリテーション

訪問看護ステーション

甲良町グループホーム

甲良町デイサービスセンター

彦根市グループホーム

彦根市デイサービスセンター

居宅介護支援センター

居宅介護支援センター

訪問看護ステーション介護老人保健施設

2022（令和４年) １月
冬季号　　　  No. 72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

役職員一同

本年も地域の皆様に寄り添いながら
お役に立てるよう尚一層努力してまいります
今年もどうぞよろしくお願い申しあげます

謹賀新年

◇新春のごあいさつ
◇診療部門の情報
◇看護部だより
◇薬剤部だよりNO.5 
◇健診センターのご案内
◇精神科リハビリテーションNo.4
◇部署紹介NO.8
◇外来診療担当表
◇外国人技能実習生受入れ
◇“私たちの住む町”探検NO.5
◇表彰ニュース

◇公開セミナー&
　　ホスピタル
　　　コンサートのご案内
◇訪問看護ステーションレインボウ
◇私の趣味の世界NO.15
◇栄養レシピNo.37
◇リレー介護事業所だより


