
初診の方へ 紹介状をお持ちください。

外来受付のご案内

『みどりの通信』へのご意見、ご感想をお待ちしております。
皆様からお寄せいただいたご意見・ご感想を今後の誌面作りの
参考にさせていただきます。

E-mail：mkwebmaster@sis.seirei.or.jp　FAX：053-438-2971　みどりの通信編集部

　紹介状及び予約が必要な診療科（紹介予約制）がありますので、
事前にご確認ください。
　なお、当院を受診される際に、他の医療機関からの紹介状をお
持ちでない場合は、初診に係る選定療養費として5,000円（税別）
を別途ご負担いただきます。

　紹介状をお持ちの場合は電話にて予約を取ることができます。
地域医療連携室までご連絡ください。

発行責任者

ホームページ：

総合病院 聖隷三方原病院　病院長　荻野 和功

http://www.seirei.or.jp/mikatahara/

外来受診専用窓口　TEL.053-439-1300

地域医療連携室　TEL. 053-439-0001  FAX. 053-439-0002
（月～金曜日：8:30～19:00　土曜日：8:30～13:00 ／祝祭日は除く）

・受付時間 （月～金）………… 8:00～11:00

・　　　　 （土）　　………… 8:30～11:00

 ※予約の方・緊急の方を除く

当日受付

　　　月～金曜日：8:30～10:30 ／祝祭日は除く

予約・予約変更（再診のみ）

　　　月～金曜日：14:00～16:00 ／祝祭日は除く

　こどもの日は端午の節句とも言われ、子供たちの健やか
な成長と幸せを願う習わしです。当院1階玄関ホールにも
五月人形を飾り子供たちの健康を願います。

こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日
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【理　　念】キリスト教精神に基づく「隣人愛」
【経営方針】この地域にしっかりと根ざし、住民に信頼される病院づくり

聖隷三方原病院は、公益財団法人日本医療機能
評価機構の定める認定基準を達成しています。 〒433-8558  浜松市北区三方原町3453

TEL 053-436-1251㈹　FAX 053-438-2971

検索聖隷三方原病院

SEIREI  MIKATAHARA  GENERAL  HOSPITAL

医療保護施設
総合病院  聖隷三方原病院
社会福祉法人 聖隷福祉事業団
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麻酔科

木下 浩之
（山口大学1987年卒）

きのした ひろゆき

新任医師の紹介
　4月8日、看護部の2020年度特定行為研修の開講式を執
り行いました。初年度の今年は7名の研修生を迎えスタート
します。開講式では院長より激励のお言葉をいただき、研修
生7名からも「確実な知識と技術を身に付け、患者さんや病
院へ還元していく。」などの言葉が聞かれました。

特定行為研修の開講式

医師・歯科医があら
かじめ作成した「手
順書」に基づき、看
護師が行う診療の補
助です。

【特定行為とは】

　今年度は126名の新入職員を迎え、3月30日から導入研
修を行いました。接遇など社会人としての基本的な研修を終
え、聖隷の一員として気持ちを新たに第一歩を踏み出しまし
た。4月から各部門・職場ごとにわかれて、より実践的な研
修を行っています。少しでも早く活躍できるよう頑張ります
のでよろしくお願いします。

新入職員を迎えました

　5月10日（日）は「母の日」です。日頃から感謝の気持ちを持っ
て接したいと思いますが、なかなか難しいものです。そんな
方には良いきっかけとなる「母の日」。ぜひ皆さんも感謝の気
持ちを伝えましょう。

みどりみどりみどりみどりみどりちゃんのちゃんのちゃんのちゃんのちゃんのつぶやきつぶやきつぶやきつぶやきつぶやきみどりちゃんのつぶやき

人間ドックのご案内
聖隷予防検診センター

お申し込み：

0120-938-375
【予約受付時間】

◆月～金曜日　9:00～16:30
◆土曜日　　　9:00～12:00
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新型コロナウイルス感染症拡大を防止する
観点から、電話診療・処方を開始

　慢性疾患等を有する定期受診患者さんを対象に電話診療・
処方を開始いたしました。
対象患者：当院に複数回以上受診している方
　　　　　定期的にお薬を処方されている方
　　　　　医師が電話診療・処方が可能と判断した方
※当院及び診療科に初めて受診される方は対象外です。

　電話診療・処方については、臨時的な対応となりますので、
厚生労働省の通知により、対象患者さんや対応方法が変わる
可能性がございます。

　電話診療・処方に関するお問い合わせは、外来受診専用窓
口にて対応します。
　電話番号：053-439-1300
　受付時間：月曜日～金曜日　8:30～16:00（祝祭日は除く）

　5月28日（木）と6月25日（木）に開催を予定してい
たおしゃべり会「じゃがいも」は、昨今の新型コロナウイル
スの感染拡大の影響と参加者の皆さまの健康・安全面を第一
に考慮し、中止させていただくこととなりました。
　7月以降の開催につきましては、後日ご案内い
たします。ご理解とご協力のほどよろしくお願
いいたします。

5月・6月開催予定のおしゃべり会
「じゃがいも」の中止のご連絡

ご理解・ご協力をお願いいたします。

入院患者さんへの面会は
禁止となります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

～マスクの着用と手指衛生の
　　　徹底をお願いいたします～

※病院からの呼び出し、入院生活に必要な物品を届ける時、その他
どうしても付き添いが必要と判断される場合等は、面会いただけ
ます。

※マスクはご家庭でご用意ください。

面　会　禁　止

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く方または強
いだるさや息苦しさがある方は、まず「帰国者・接触者相談
センター」へ電話相談を受けてください。
※高齢者、持病のある方、妊婦は2日程度続く場合
24時間いつでも（土日祝日も可）相談可能です。
◆ 浜松市
　浜松市保健所　☎：053-453-6118
◆ 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、湖西市、森町
　西部保健所　　☎：0538-37-2255（平日8:30～17:15）
　　　　　　　　☎：090-3309-6707（上記以外の時間）

県内の9保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設置
24時間電話相談を受付中
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旬のレシピ簡単
！

栄養課通信5月

　ぜんまいはシダ植物で、新芽を食用とします。日本には北海道から沖
縄に至るまで全国の野山に自生し、山菜として古くから親しまれてきた
食材です。
　美味しく食べられるぜんまいは、綿毛がしっかりと残っていて、葉が
広がっていないものです。
　また、茎が太く赤っぽい色をしている方が良く、緑色でひょろひょろ
している物は固く筋っぽいことがあるので避けましょう。
　一般の店頭では水煮にしたものが売られています。水煮を利用すると
あく抜き等の手間も省けるため簡単に利用できる食材です。是非この春
はぜんまいを使った料理を作るのはいかがでしょう。

① ぜんまいの根元の固い部分を切り落として５cm長さに切り、人
参は4cm程度の細切りにし、熱湯でさっと茹で、ザルに上げ、水
気をきります。

② 鍋に胡麻油を熱して豚肉をほぐしながら炒め、肉の色が変わった
ら①を加えて炒めます。

③ 全体に油がまわったら、だし汁、みりんを加え、煮立ったら弱火
にしてアクをとります。

④ 砂糖、醤油を加え、ふたをして約10分煮込んだら完成です。
栄養士　市川 尚巳

～ぜんまい～～ぜんまい～

kcal

g

g

g

エネルギー

たんぱく質

脂質

食塩相当量

《栄養価１人分》

作り方

53

5.0

1.8

0.5

今回は、

「ぜんまい煮」
をご紹介します

4人分

ぜんまい水煮 ････ 120g
人参 ･･････････････40g
豚モモ細切れ ･･････80g
胡麻油 ････････････ 適量

だし汁 ･････････200ml
本みりん ･･･････････ 4g
砂糖 ･･･････････････ 4g
濃口醤油 ･･････････12g

日　　時：5月28日（木）　14:00～17:00　
　　　　　　※事前予約制、30分程度／ 1件
場　　所：聖隷三方原病院　よろず相談地域支援室
申し込み：医療相談室（よろず相談地域支援室内）
電　　話：053-439-0006
受付時間：月～金 8:30～17:00
主　　催：聖隷三方原病院　浜松市認知症疾患医療センター

認知症に関する相談を、認知症看護認定看護師、医療ソーシャ
ルワーカーがお受けします。
ひとりで悩まず、ご相談ください。

認知症相談会
あれ !? これって…

認知症？

認知症の人には
どう接したらいいの？

がん、肝炎、糖尿病等の疾病により
長期にわたる治療が必要な求職者の皆様へ

～ハローワーク浜松による就職支援のご案内～
　患者さんの悩み・不安にハローワーク浜松の就職支援ナビ
ゲーターがアドバイスします！

日　時：5月20日（水）　10:00～12:00
場　所：聖隷三方原病院　よろず相談地域支援室
お問い合わせ：医療相談室　
電　話：053-439-9046
※事前予約可能です。医療相談室にて予約ください。

※上記「就職支援」および「認知症相談会」は新型コロナウイルスの
感染症の状況により、中止・延期の可能性がございます。



7 8

～当院では患者さんに満足いただける医療を目指しております～
　患者さんが当院の医療についてどのように思われているのかを教え
ていただき、選ばれる病院となるよう、患者満足度調査を実施してお
ります。
　2019年度実施の患者満足度調査結果をご報告させていただきます。
いただきましたご意見は、今後の病院運営に反映させたいと考えてお
ります。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

アンケート調査の方法
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院内の表示・案内について

居心地の良さについて

プライバシーへの配慮について

診療・看護の質について

総合的にどう思うか

あなたの大切な方々に当院を薦めたいと思いますか

●調査対象および調査方法… 外来、入院患者に対し、調査票の配布によるアンケート方式で実施した。
入院患者は、調査期間内に退院される方（ホスピスは入院している患者）
を対象にしている。  

●調査時期… <外来> 2019 年 7 月 23 日 25 日 ＜入院> 2019 年 7 月 23 日～ 29 日
●回答者数… <外来> 1,454 名 （配布枚数 1,467 枚、回答率 99.1 調査当日外来患者数 3,663 名
　　　　　　 <入院 >   179 名 （配布枚数    201 枚、回答率 89.1 調査期間退院数　　    292 名

どちらとも
いえない


