
● 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
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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

ソメイヨシノ（JR琵琶湖線稲枝駅）
臨床精神医学研究所 /林先生撮影
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2022（令和４）年度
新年度にあたって

　さくらの花開く季節となり、本年度も多くの新人が

入職いたしました。新入職者は、コロナ禍という極めて

制限された社会情勢のなか、勉強と実習に励み、医療従

事者となり、この地域を支えてくれることになりまし

た。新入職者には、社会全体が、自分たちを必要として

いることを胸に刻み、誇りをもって頑張って頂きたい

と思います。理想と現実のギャップ、慣れないことも多

いでしょうが、毎日が経験です。歩幅や進む向きもそれ

ぞれ違うでしょうが、焦らず一歩一歩を大切にして前

進してもらいたいと思います。皆さま、どうぞ若い彼ら

が、地域の中で成長していけるよう、温かく見守ってい

ただければありがたく思います。

　さて、昭和29年准看護師養成所に始まり平成3年に

豊郷病院附属准看護学院と改称し、多くの看護卒業生

を育てた准看護学院が本年度より休校となります。時

代の流れには逆らえなかったとはいえ、多くの卒業生

が、現場で活躍してくれているなかでの休校に、大変

残念な想いがあります。またこの２年間、多くの医療

機関と同様、豊郷病院は非常に厳しい状況を強いられ

ました。しかし、こうした困難のなかでも、職員が結束

してくれていることは嬉しいかぎりです。本年7月に

は、日本医療機能評価機構の審査を受審します。この

機能評価をクリアすることは、病院の質が保証された

ことを意味するため、地域の基幹病院を担う当院に

とって大切な審査です。現在、受審に向けて鋭意準備

中であり、職員一丸となって受審に臨む体制を整えて

います。

　本年度も豊郷病院は、地域の健康を守れるよう職員

一同、結束して取組みますので、どうぞご支援頂きま

すよう、お願い申しあげます。

業務執行理事・病院長
　　　　　　横田　徹

100周年に向け
豊郷病院を盛り上げる

　ほぼ30年ぶりに豊郷病院にお世話になります

川上賢三です。

　生まれは“うどん県、香川”ですが、１９８２年京都

大学医学部を卒業し、佐川弥之助先生が当時教授

をされていた京大胸部研臨床肺生理に入局しまし

た。当時の教室講師をされていたのが現代表理事を

されている佐藤公彦先生でした。１９８６年教授退

官後、豊郷病院第６代院長となられた佐川先生の強

いお誘いがあり1988年10月当院に呼吸器科医員と

して赴任すると同時に滋賀県に居をかまえました。

翌年6月からは非常勤として外来、午後には手術、夜

は当直と週1日お世話になりました。1994年に大学

助手から滋賀県立成人病センターに赴任以降は冒

頭に書いたようにご無沙汰しておりましたが、今回

佐藤公彦代表理事のお誘いで再び豊郷病院で働か

せて頂ける機会を得ました。前回ほど若くないので

出来ることは多くないかもしれませんが、皆様と共

に開設100周年に向けて豊郷病院を盛り上げていき

たいと思っています。

副代表理事
呼吸器外科
　川上　賢三

副代表理事就任のごあいさつ
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● 診療部門の情報 ●

飛蚊症

　明るい所や白い壁、青空などを見た時、虫
や糸くずのようなものが見える時はありませ
んか？
　この様な症状を飛蚊症と呼びますが、これ
は眼の中の濁りの影が見えている状態です。
　この濁りは生理的（問題ないもの）な原因
と病的な原因に分かれます。
　特に高齢者の方や近視が強い方に、よく生
じる傾向にあります。
　病的なものではないことが多いですが、中
には眼の中の病気を知らせるサインであるた
め、「濁りの見え方が変わった」や「短期間
に急激に増えた」、「黒いカーテンの様なも
のが見える」などあれば、すぐに眼科に受診
してください。

眼科
岡本　庄一郎

新任医師のご紹介

精神科

　有福 淳大（ありふく あつひろ）
　2022 年４月より豊郷病院で勤務してお
ります有福淳大と申します。地域の皆様に
少しでも貢献できるよう診療に努めて参り
ますので、何卒よろしくお願い致します。

精神科
　宮垣 賢祐（みやがき けんすけ）

　４月より豊郷病院に勤務しております精
神科の宮垣と申します。
　地域の皆様に少しでも貢献できるよう精
進して参りますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。

泌尿器科
　前田 航規（まえだ　こうき）

　平成 24 年に滋賀医科
大学を卒業し、初期研修
の後、野洲病院、草津総
合病 院、宇治徳 洲会病
院、長浜赤十字病院に勤
務してきました。湖東地
域の皆様に貢献できるよう精進いたします
ので、どうぞよろしくお願いします。
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2021年度
看護の魅力 発信活動

看護部だより

看護部長　西村　美穂

　看護部では、看護の魅力を伝えることで、
興味関心をもってもらい、看護の道に進む
仲間を増やす事を目的に発信活動をしてい
ます。
　コロナ禍ではありますが、学校への訪問
やWEBでの説明会など、感染対策をとりな
がら、中学生、高校生、看護専門学校生、看護
大学生などを対象に計5回行いました。
　現役の様々な看護師が、学生に応じて、看
護の仕事、看護のやりがいや体験談、卒後3
年目の看護職としての思い、実習指導に関
わる看護職からのメッセージ、認定看護師
の役割、コロナ禍での医療現場などの話を
しました。WEB配信を活用することで、県
外の学生にも話をする機会を頂きました。
学生の方々からは「看護のやりがいや現状
などが良くわかり、看護を目指すきっかけ
や、看護を学ぶ意欲につながった」など沢山
の感想を頂きました。
　講師となった看護師は、各学校の卒業生
でもあったため、母校へ立派に看護師とし
て働く姿や看護に対する思いを伝える良い
機会となりました。

当院では、奨学金制度を設け、

看護師を目指す学生さんを

応援しています！

新入職員入職・辞令交付式

人権教育推進委員会
活動に向けて

　本年法人に 32 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

　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
り組んでいます。
　新型コロナウイルス感染症の長期にわたる影響は、私た
ちの生活行動様式を一変させました。
　その中にあって、私たちはお互いを尊重し、人と人との
つながり、共に生きることのできる、明るい職場作りを目
指して新年度も様々な取り組みを行っていきます。

2022 年度啓発活動重点目標
「誰か」のこと　じゃない。

　違いを認め合い、
　　　相手の気持ちを考えよう

公益財団法人豊郷病院　人権教育推進委員会
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～薬剤部だより～　No.6

「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

　今回号は、要指導医薬品と一般用医薬品につい
てお話します。

　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
　要指導医薬品は、医療用医薬品から市販薬に転
用されたばかりの薬を指します。市販薬として新
しいうちは、まだ取扱いに十分な注意が必要で、
より安全に使用されるように、購入の際には必ず
薬剤師から対面での指導や情報提供を受ける決ま
りになっています。そのため、インターネットで
の購入はできません。

一般用医薬品
　一般用医薬品は、医療用医薬品に比べて薬の有
効成分の含有量を少なくしてあり、効き目が抑え
めであることが多いです。薬局・薬店だけでなく、
インターネットでも購入することができます。
　一般用医薬品は、副作用や薬の飲み合わせなど
のリスクの程度に応じて、次の 3 つのグループに
分類されています。それぞれ、販売時のルールや
情報提供の必要性などが決められています。

第1類医薬品： 副作用や薬の飲み合わせなどのリ
スクから、特に注意を必要とする
薬です。そのため、薬剤師による
情報提供が義務付けられています。

第 2類医薬品： 副作用や薬の飲み合わせなどのリ
スクから、注意を必要とする薬で
す。薬剤師または登録販売者から
購入することができます。販売者
からの情報提供は努力義務とされ
ています。

第 3類医薬品： 薬剤師または登録販売者から購
入することができます。リスクの
程度は比較的低く、購入者から直
接希望がない限り、情報提供に
は法的制限がありません。
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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）４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

前田航規曽我弘樹曽我弘樹 曽我弘樹 前田航規

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 傍島宏貴
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
森 亜希子
（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 神前英明
第2・4 大道千奈津

第1・3・5 草場拓人
第2・4 城 文泰

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）

井内武和前川　毅

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

中江尊保

阪上悌司

岡村恭子角　幸頼

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

高村裕史
【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）

呼吸器外科

川上賢三
（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

奥田祥伍
（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

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　
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

大槻晋士
（予約優先制）

消化器内科

足立　明
（予約優先制）

消化器内科

今井隆行
（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

小幡峻平
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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.5

　近年、メンタルヘルスによる休職者数は年々増加し
ており、患者さん本人はもちろんのこと、ご家族や会
社、地域経済にとっても重要な課題になっています。
当院では仕事を精神的な不調で休まざるを得なくなっ
た患者さんに対して、職場に戻ることのサポートとし
て復職支援を行っています。
　休職が必要な患者さんは一般的に診察で投薬、休養、
定期診察を勧められます。それでいったん精神状態は
落ち着いていくのですが、その「（医学的には）落ち
着いた状態」がすなわち「職場に戻って働ける状態」
なのかというと、必ずしもそうではないと言われてい
ます。体力が落ちていたり、無理をしてしまいやすい
考え方が持続していたりして、職場復帰をしても残念
ながら再発、再休職、ということも起こります。この
点が、メンタルヘルスの職場復帰が難しい要因です。
　当院の精神科リハビリでは作業療法士や公認心理士

が効果的な職場復帰につながるよう取り
組んでおります。具体的には次号にてお
伝えできればと思います。

作業療法士　岩田　夏彦
公認心理士　木津　賢太

附属准看護学院卒業式・休校式
卒業式
　第 67 期生卒業式及び准看護学院休校式を 3 月
3 日（木）執り行いました。
　学院長林拓二先生代行横田徹院長より卒業生に
訓辞と卒業証書が授与され、最優秀成績者には友
吉唯夫賞が贈られました。
　また、卒業式に続き、休校式が執り行われました。

休校式

第67期生
准看護学院卒業式

式辞　佐藤公彦代表理事
昭和29年(1954年)以来学院
卒業生の活動内容をスライド鑑賞
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部署紹介 No.9

　当院の血液浄化センターは2003年8月に
開設し、約20年が経過しました。年々、透析治
療を必要とする方は増加しています。日本国
民の366人に1人が透析治療を受けておら
れ、その割合は世界でも2番目に多いとされ
ています。開設当初は8名の患者様が治療を
受けておられましたが現在は、50名を超える
患者様が治療を受けておられます。地域の皆
様のニーズに対応し、透析治療受け入れの拡
大や送迎サービスの強化に努めています。
　血液浄化センターでは「ひとりはみんなの
ために　みんなはひとりのために」を掲げ、
助け合うチームを目指しています。チーム一
丸となって安心・安全・安楽な透析治療が提
供できるよう取り組んでいます。

血液浄化センター

血液浄化センター　係長　　　　　　　　　
透析看護認定看護師　鉾立　優作

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　　　　

『外来待ち時間調査』『外来待ち時間調査』
　外来待ち時間については、日頃たくさんのご意見を
頂いております。
　そこで、当院では待ち時間削減の為、『外来待ち時
間調査』を行っております。
　少しでも待ち時間を削減する為、受付から会計まで
の何処に問題があって待ち時間が発生しているのかを
調査し、また、各診療科の特性もある為、診療ブロッ
クごとに定期的に調査を行う事で、問題個所を可視化
して改善策を策定しております。
　問題個所を改善することで待ち時間の削減を目指
し、また、今後も定期的に調査をすることで、よりよ
い環境で患者さんに受診いただけるよう努めて参り 
ます。

医事課長
岡村　昌彦
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　渓流、ショアジギング、オフショアなど色々な釣りを
楽しんでいます。
　中でも琵琶湖、陸っぱりのブラックバス釣りのゲーム
性が好きです。
　釣り仲間とオールシーズン琵琶湖に通い詰め、琵琶湖
の四季の変化を感じながら釣りをしています。釣るため
には琵琶湖を知る必要があります。
　琵琶湖に潜ったり、サップで地形把握をすることもあ
ります。
　鮎・鰣・テナガエビ・ワカサギ等を、捕まえたり釣っ
たり自ら食べたり、バスが捕食するであろうベイト
（餌）の調査も欠かせません。
　その目で見て身体で感じたことを活かし、運良く釣れ
たではなく、考えて狙って獲った魚は、日常では到底味
わえない震え上がるような感覚になれます。これからも
更なるハイクオリティな魚
を求めてワールドレコード
クラスが潜む琵琶湖に挑も
うと思います。

私
の趣味の世界No.16

湖北を愉しむ

リハビリテーション科
理学療法士　七里　元規

“私たちの住む町”
探検♪No.6

甲良町三大偉人

　69 号掲載の甲良町三大偉人「バサラ大名」
佐々木道誉に引き続き、今回は「築城の名手」
藤堂高虎について触れてみたいと思います。

●「築城の名手」藤堂高虎
　現在の甲良町在士地区は古くは藤堂村と言
い、戦国大名で伊賀・伊勢の大大名となった「藤
堂高虎」公はこの村の出身でした。約 190cm
の大男であったと言われ、大小数え切れない
程の戦に従事した猛将である一方、数々の城
や寺社の設計にあたる「縄張り」に力を発揮し、
築城の名手とされています。特に堀の配置や
石垣を高く積む技法に長けていたと言われ、
その陰には同郷の大工集団「甲良大工」、同じ
近江出身の石工集団「穴太衆」があったとさ
れています。

甲良町甲良町

広報担当　山本　真弓

▲高虎公園に建つ藤堂高虎像（在士地区）
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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

～利用者・ご家族に
　　寄り添った支援を～

　マックスとよさとでは本人・ご家族から
相談を受け、自立した日常生活が送れるよう
適切な在宅サービスまたは施設サービスを
利用者（ご家族）と共に考え、サービス計画
を作成します。
マックスとよさとのスローガン
㋮ごころ込めて
㋡ねに笑顔で皆様の思いを
㋗み入れながら
㋜み慣れた家での生活を支援します
　これからも利用者・ご家族様に寄り添い在
宅生活を支えるケアマネジャーとして支援に
努めます。

栄養科シリーズ №38

☆☆健康レシピ☆☆

栄養科　安西　麻里子

〇スナップエンドウ

　3～6月が旬です。豆が成長して大きくなっても

サヤが硬くならず、甘みがあり、パリっとした食

感が楽しめます。茹でずに調理するか、茹でる場

合は短時間で火を通すのがおすすめです。

 材料（２人分）

・スナップエンドウ …… 12本

・豚ロース(薄切り) …… 6枚

・サラダ油……………小さじ1

・白いりごま…………… 適量

　・酒………………小さじ1

　・砂糖…………小さじ1/2

　・みりん…………小さじ1

　・しょうゆ………小さじ2

 作り方

１．スナップエンドウは筋を取り除きます。

２．豚肉1枚を広げ、スナップエンドウを2本のせて巻

きます。

　　残りも同様に巻いていきます。

３．フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、2を巻

き終わりを下にして並べて焼きます。全体をころ

がしながら焼き、焼き目がついたら蓋をして約3分

蒸し焼きにします。

４．蓋をあけ、余分な油をふきとり、Aを加えてから

めます。

５．器に盛りつけ、白いりごまを適量ふります。

スナップエンドウの
豚肉巻き

マックスとよさと
所長　高田　奈緒

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) ４月
春季号　　　  No. 73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

ソメイヨシノ（JR琵琶湖線稲枝駅）
臨床精神医学研究所 /林先生撮影

◇新年度にあたって
◇副代表理事就任のごあいさつ
◇診療部門の情報
◇新任医師のご紹介
◇看護部だより
◇人権教育推進委員会活動
◇薬剤部だよりNo.６
◇外来診療担当表
◇精神科リハビリテーションNo.5
◇准看護学院卒業式・休校式
◇外来待ち時間調査

◇部署紹介No.９
◇“私たちの住む町”探検No.６
◇私の趣味の世界No.16
◇栄養レシピNo.38
◇リレー介護事業所だより


