
● 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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● 診療部門の情報 ●

～持効性注射剤～

精神科医師
　有福　淳大

　統合失調症の再発を防ぐためには薬を使った
治療はとても重要です。ところが、薬を飲み忘
れてしまうと症状が悪くなる恐れがあります
し、飲み忘れが心配という方もいらっしゃるで
しょう。そこで、従来の飲み薬のほかに持効性
注射剤（LAI：Long Acting Injection）といっ
た注射の薬が選択肢に挙げられます。LAIで治
療を続ける場合、2週間～4週間ごとに外来を
受診し、肩かお尻に薬を注射します。定期的に
通院する必要がありますが、LAIだと統合失調
症の薬を毎日飲む煩わしさがなくなりますし、
飲む時間を気にせず生活を送れるといったメ
リットがあります。もし今までの飲み薬から
LAIに切り替える場合は主治医と相談して決め
る形となり、当院でも複数の導入例がござい
ます。

精神科外来待合

新型コロナウイルス感染症
　新型コロナウイルスの小児への感染が増えてい
ます。状況は日々変化していますが現時点で小児
は重症化しにくいという見方に変わりはありませ
ん。しかし、夏風邪やインフルエンザでもあり得
るように、数が増えるにつれて重症者や死亡例が
報告されています。コロナには小さな子に使える
お薬はなく、あるのは５歳以上のワクチンのみで
す。ワクチンは小児でも重症化を予防するとデー
タが出ており小児科学会もワクチン接種を努力義
務としました。検討の上、納得して受けて頂けれ
ばと思います。
　子供の健全な成長に密な人との関わり合いは
大切なものです。怖がりすぎず油断しすぎず、人
とのふれあいを大切にして健やかに育っていって
欲しいと思います。
　何かありましたら、お気軽に当院へご相談くだ
さい。

小児科部長　三村　由卯

小児
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“X線透視診断装置”

　2022 年６月に新しい装置へ更新されま
した。
　新装置はリアルタイムの画像処理により、
高画質な画像をテレビ画面で確認しながら検
査ができ、胃や腸などのバリウム検査など透
視検査全般から造影剤自動注入装置を使う血
管造影検査も可能な多目的型に加え泌尿器科
系の検査・治療可能な付属品も追加しさらに
使用範囲の広い仕様となっております。
　また、旧機器の撮影視野が円形14インチ
（35.4ｃｍ）から正方形17インチ（43ｃｍ）
に広がり、寝台が 53ｃｍまで下がるようにな
り患者さまの昇降もしやすくなりました。そし
て、被ばく線量も低線量 (従来より照射線量
を約 65%低減 )で検査を行うことができるよ
うになり、より安全に精度の高い検査を受け
ていただくことができるようになりました。
　新しい装置の性能はもちろんですが、患者
さまの負担の少ない検査を行えるよう放射線
科一同、日々取り組んでまいります。

診療放射線技師　島田　隆三

保険証の
提示のお願い

　2022年８月１日より、６ヶ月間保険証の提
示が無い患者さまについては、再来受付機で
の受付が出来なくなっております。受付が出来
ない場合は、総合受付で保険証の確認後、受
付機の解除を行いますので、保険証の提示を
お願いします。
　また、保険証をお忘れの場合は、一旦自費
でのご精算となります。後日、保険証をご提
示いただいてからの返金となりますので、支
払った領収書と保険証をご持参いただき、総
合受付でお声掛けください。
　また、マイナンバーカードに保険証の紐づけ
（登録作業）がお済みの患者さまにつきまして
は、保険証が無くてもマイナンバーカードでオ
ンライン資格確認が出来ます。お気軽に総合
受付でお声掛け下さい。

医事課長　岡村　昌彦

新 医 療 機 器 導 入
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看護部だより

看護部長　西村　美穂

“看護学生実習・学生職場体験”

受け入れ再開

　新型コロナウイルス感染症の拡大と
共に、病院で行われる看護学生実習や
中・高生の職場体験を中止または縮小し
てきました。現在は、流行状況に応じ、で
きる限り職場で工夫をして安全に受け
入れを行っています。
　実習では、専門職である看護師の体験
や、心に残る看護について話をしたり、
看護師の役割や看護を通して感じるこ
とのできる達成感など伝えています。
　職場体験では、医療現場で働くことの
意義、コミュニケーションの大切さ、社
会的スキルを身に着け、人間関係の大切
さなどを学んで欲しいと思っています。
　将来看護師を目指す後輩達の目標と
して頂ける存在でありたいと思ってい
ます。

外国人技能実習生
２人目来日
～ネパール国～

　ネパール国から実習生２人目のペマルハムさん
が来日し、８月８日（月）辞令交付式を執り行い、
研修に入りました。
　引き続き、外国人プロジェクトとして、介護実技、
日本語教育、住環境のチームが連携をはかり、実
習生の働きやすく、住みやすい環境づくりに取り
組んでおります。

受入リーダー：川村　宏
受 入 担 当：熊木　英夫

８月８日辞令交付式
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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.７

　今回は職場復帰支援についての追加号としたいと思
います。
　休養や治療・リハビリを経て職場復帰が決まると、
確かに喜ばしいことではあるのですが、肝心なのは「再
発を防ぎながら生活と仕事を両立し続ける」というこ
とです。つまり精神科リハビリテーションの第２弾が
始まる、とも言えます。
　仕事のストレスは対処可能なものか、生活は変わら
ず遂行できているか、体調は維持できているか、など
をチェックしていき、不安定になりそうであれば早め
に休養やお薬調整、生活や仕事の仕方の工夫、人間関
係の調整などアプローチを検討します。職場復帰して
も数か月はうつ病などの再発しやすい期間とされてい
て、注意が必要になります。特に、休んでいた分の仕
事を挽回しようと頑張ると危険です。
　職場復帰後のリハビリは低頻度になりますがとても
重要ですので、患者さんの健康的な職業生活をリハビ
リの立場から取り組んで参ります。

精神科作業療法士　岩田　夏彦
公認心理師　木津　賢太

～薬剤部だより～　No.８

PTP包装の誤飲について
　現在、ほとんどのくすりに、
透明なプラスチックとアルミの
シートでくすりを包む PTP 包装
という方法が使われています。
　PTP 包装されたシートには、
くすりを２～３粒に切り分けできるスリット（切り
とり線）が入っています。以前は１粒ずつに切り
分けできたのですが、間違えてシートごとくすり
を飲んでしまう事故をなくすため、このような形
になりました。シートのまま飲み込むと、シート
の角で体の中を傷つける危険があるのです。
　くすりを飲むときは、包装から出したことをき
ちんと確認してから飲んでください。

薬剤部　部長　岡田　尚也

仕事も生活もバランスよく！

お薬

休養

診察

相談・調整
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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

益田良賢

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

前田航規 吉川邦生 川上賢三土井久和 横田　徹

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

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

三ツ石智

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

中江尊保　

阪上悌司

宮垣賢祐中江尊保

宮垣賢祐

有福淳大 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

角　幸頼

有福淳大

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

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】

富田真梨子
【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）

呼吸器内科

坂下拓人
（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～）

坂口惠美 （　　　）診察
10：00～

（
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）

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

● 豊郷病院外来診療担当表 ● 2022年（令和４年）10月１日からの診療
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部署紹介 No.11

「医療安全室」・「感染管理室」

　医療安全室は、病院の理念に基づき、みな
さまに信頼され、安心して医療を受けて頂け
るように取り組んでいます。取り組みの一つに、
職員の医療安全に関する意識を高める標語が
あります。日頃ミスを犯しやすい場面での注
意喚起につながります。

医療安全室
師長　田畑　靖代

療のスタートは、患者確認から！医
リスクです！
その思い込みが事故のもと療

（り）

全確認は、指差し呼称から…安
員で取り組み、
みんなで守ろう患者の安全全

知ったかぶりは、ハイリスク室
（し）

　病院に関わるすべての人に起こりうる感染
のリスクを少しでも減らし、安全な療養環境
と職場環境を整えていくことが役割です。
　☆正しいタイミングでの正しい手指衛生
　☆必要な防護用具の正しい脱着
　☆�患者環境・物品、職場環境・共有物品な

どの清掃・消毒など
基本的な感染対策が徹底できるよう取り組ん
でいます。

　この３年間コロナ禍において、患者さまに
濃厚に接すれば接するほど、感染リスクを高
めてしまうということに職員はもどかしさを感
じ、また自身が感染源になってしまったらと不
安な気持ちを抱えながら業務に励んでいます。
患者さまやご家族さまには制限された生活の
なか、外出・外泊禁止、面会制限などご迷惑・
ご不便をお掛けしていますがご理解とご協力
お願い致します。
　　　　　　　　　　　　感染管理室

師長　竹内　淑江

感染管理室医療安全室
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病院機能評価
受審・継続認定（４回目）

　2022年７月に病院機能評価を更新。初回認
定から４回目の受審となり、１年前から取り組
みました。コロナ禍で大変でしたが、各項目の
見直しやマニュアルの再整備・院内環境整備な
ど含め活動が出来ました。
　当日、職員はとても緊張した面持ちで挑みま
したが、評価調査者 (サーベイヤー)の先生か
らお褒めの言葉をいただきました。
　結果は、前回受審時に比べて高評価をいた
だきました。引き続き、一定水準を満たした
認定病院として地域に根ざし、安全・安心、
信頼と納得の得られる医療サービスを提供す
べく、日常的に職員が一丸となって努力してま
いります。

　　　　　　　　院内病院機能評価事務局
� 事務部　山本保・上林・清水

“私たちの住む町”
探検♪No.8

　図書館と博物館の複合施設であるあけぼ
のパーク多賀では、約180万年前のアケボ
ノゾウ化石が展示されています。全身の骨が
全国でもっともよく揃った状態で発見され、
アケボノゾウの身体の特徴がよくわかるもの
となっています。
　屋外ではアケボノゾウが見つかった状態を
再現した産状ジオラマ、ホールでは組み立て
た骨格と生体復元模型、博物館展示室内で
は見つかった骨化石の大部分が展示されてい
ます。
　今年、国の天然記念物にも指定され
たほか、多賀町のダイニックアストロパー
ク天究館で発見された小惑星が「小惑星
Akebonozou」と命名され、注目を集めま
した。
　この機会にアケボノゾウ化石多賀標本をご
覧になってはいかがでしょうか。

あけぼのパーク多賀
「アケボノゾウ化石
� 多賀標本」

多賀町

広報担当　岡村　昌彦
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　私は幼い頃から野球・ソフトボールに携わ
り、30年以上プレイをしてきました。
　当院には野球・ソフトボール部があり、就
職してからもプレイすることができとてもう
れしく感じています。チームは透析の鉾立係
長を中心に、監督の福本医技部長やムード
メーカー(宴会部長)の玉城主任(パストラー
ル)など個性的？な面々が切磋琢磨しチームを
作り上げてきました。
　病院協会主催の滋賀県ソフトボール大会に
は毎年参加し、2018年３位、2019年度優勝
と輝かしい成績を残すも、2020年度以降は
新型コロナウィルスの影響で大会が中止と
なっている状況です。再び開催される日を信
じ、チームメイトともに日々精進していきた
いと思います。

私
の趣味の世界No.18

球技で“切磋琢磨”を

精神科療養病棟
　主任　仮屋　隆史

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　　　　

「地蔵盆」と
「コロナ収束祈願法要」
　病院とパストラールとよさと
では、今年３年目になる新型コ
ロナウイルス感染症第７波の感
染が急増するなか、地域の安全
祈願や疫病終息祈願、報恩感謝
の地蔵盆法要を雨天によりホールで挙行致しま
した。
� 総務課
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リレー介護事業所だより

豊郷町「元気力アップ教室」
町体育館から

パストラールとよさとに再移転

　豊郷町在住の介護保険を申請されていな
い65歳以上の方を対象として、毎週土曜日
（９時～10時半）に当施設１階にて体操教
室を開催しています。リハビリスタッフに
よる体操やマシンを使った筋力トレーニン
グ、栄養士による栄養指導（月１回）を
行っています。
　「最近、体を動かしてないなぁ」「歩き
づらくなったなぁ」「疲れやすくなった
なぁ」などと感じておられる方、体操教室
に興味を持たれた方は、豊郷町地域包括支
援センターまでお問い合わせ下さい。また、
「見学だけでもしてみようかな」という方
も大歓迎です。見学に関しては当施設にお
問い合わせ下さい。

栄養科シリーズ №40

☆☆健康レシピ☆☆

栄養科　管理栄養士　藤居　美来

◎さつまいも◎

　さつまいもは９～11月が旬のいも類で、食物繊

維が豊富です。新聞紙に包み、冷暗所に１ケ月ほど

保存することができます。

　糖質が多いので、血糖値や中性脂

肪が気になる方は食べすぎに注意し

ましょう。

  材料（５人分）

さつまいも……１本（約300g）
ツナ缶（油漬）……１缶（70g）
玉ねぎ………………小1/2個

（調味料）
マヨネーズ…………大さじ4
鶏ガラスープの素… 小さじ1
塩、こしょう………… 少々

 作り方

１．さつまいもは皮をむいて3㎝角に切る。鍋にさつま
いもが浸る程度の水を入れ火にかけ、軟らかくな
るまで（くしが刺さる程度）ゆでる。ゆで汁を捨
て、再び火にかけて水分をとばし、ホクホクさせ
る。熱いうちにさつまいもを潰す。

２．玉ねぎは薄切りにして、電子レンジで加熱する
（600Wで1分半程度）。ツナ缶は油を切る。

３．ボウルに１、2と調味料を加えて混ぜる。
４．器に盛りつけて完成。

さつまいもツナサラダ

パストラールとよさと　理学療法士　奥村　陽一

1人分栄養量

エネルギー：130kcal　 たんぱく質：3.5g

炭水化物　：20g　　   食塩相当量：0.2g

お好みで野菜を加えるとより美味しいです。
　写真はコーン、きゅうりを加えています。

- 問い合わせ先 -
豊郷町地域包括支援センター  0749-35-8057
　　　　　　　　　　　　　　（豊郷町役場内）
パストラールとよさと　　　  0749-35-3002
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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) 10月
秋季号　　　  No. 75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
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基本理念

新X線透視診断装置導入
　　　　　診療放射線技師/島田隆三…P３

小児新型コロナウイルス感染症
　　　　　　　　小児科部長/三村由卯…P１
持続性注射製剤
　　　　　　　　精神科医師/有福淳大…P２

医 療 情 報


