
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5,500円（税込）
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

　「みどりの通信」は、ご利用されるみなさんが当院を気持
ちよく利用頂けるようその時代によって変化をしてきまし
た。今号では、発刊500号を記念し、歴史を振り返ってご
紹介します。詳しくは5ページへ！

500号記念号500号記念号

2022

NO.500
7

【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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詳しくはこちら

予約センター

受付時間

新任医師の紹介

ゼロコロナ

053-436-0567

9:00～17:00　※土・日・祝日を除く

新型コロナワクチン接種予約受付中

呼吸器外科

中村 みのり
（秋田大学2019年卒）

なかむら

救急科

久米 敦紀
（聖マリアンナ医科大学2019年卒）

く　め あつき

眼科

三浦 駿大
（浜松医科大学2020年卒）

みうら としひろ

日　　時：7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：7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。

人間ドックのご案内人間ドックのご案内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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★キウイフルーツは追熟させてから食べる果物なので常温で完熟に
なったものを使いましょう。
★可食部100g当りゴールドキウイのビタミンCは140mg、グリー
ンキウイは71mgです。
★キウイ以外にバナナや桃、パイナップルなどでもアレンジが出来ます。

★ポイント★

季節のレ
シピ

栄養課通信5月

キウイ･･････････････1個80g
・甘酒（ノンアルコールタイプ）
　　　　　･･･････3/4カップ
・レモン汁････････小さじ1杯

栄養課通信7月

旬のレシピ

　キウイフルーツは、別名フルーツの王様と呼ばれているほど栄養価が
高い果物です。キウイフルーツに多く含まれる栄養素は、ビタミンC、食
物繊維、カリウム、葉酸、ビタミンE　ポリフェノールなどです。ビタミ
ンCとビタミンEは美肌効果があり、ポリフェノールも抗酸化作用を持っ
ています。食物繊維は便秘予防になり、カリウムは取りすぎたナトリウ
ムを体内から排出されやすくするため、高血圧の予防やむくみの解消に
なります。夏に飲みやすく甘酒とヨーグルトを入れたスムージーはいか
がでしょうか。

① キウイは皮をむき、2等分にしたら、半分は粗みじんにし、残り
はスムージー用に取っておきます。

② ミキサーに甘酒、レモン汁、ヨーグルト、氷、はちみつ、スムージー
用のキウイを入れミキサーにかけます。

③ コップに入れて粗みじんにしたキウイを 飾りに乗せます。

栄養課　管理栄養士　藤野 弘子

～ キウイフルーツ ～～ キウイフルーツ ～

作り方

当院のメニュー
「キウイフルーツと

甘酒のスムージー」
をご紹介します

簡単
！

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人当たり》
124

2.1

0.8

0.2

最新情報はこちら→

がん相談支援センターからのお知らせ

お問い合わせ：よろず相談地域支援室内
　　　　　　　　がん相談支援センター
　　　　　　　電　話：053-439-9047

同じ病気を抱えている患者さんといっしょにお話してみま
せんか？おしゃべり会はみなさんで体験をわかちあい、支
えあう会です。

おしゃべり会「じゃがいも」

がん患者さん等のための
就労に関する相談会

静岡産業保健総合支援センターから派遣された両立支援促
進員と当院の相談員がご相談をお受けいたします。

日　時：7月14日（木）　13:00～16:00
場　所：聖隷三方原病院　よろず相談地域支援室
対　象：患者さんとご家族

予約制

日　時：7月28日（木）13:30～14:30
場　所：Web開催
内　容：Web会議ツールを使用して、Web上でお話をいた

します。詳しくは病院HPをご覧下さい。
参加費：無料（Web通信に伴う費用につきましては、ご利用者様負担）
申込み：がん相談支援センター（053-439-9047）へお電話

にてお申込みをお願いします。

２人分

・無糖ヨーグルト･･50g
・氷･･････････････50g
・はちみつ･･････大さじ1
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「みどりの通信」の歴史に「みどりの通信」の歴史に
タイムスリップ!!タイムスリップ!!

　昭和52年1月の創刊号から45年の月日がたち、今月号で
500号を迎えました。聖隷三方原病院開設当初より受け継が
れる「隣人愛」を理念とし、今までもこれからも地域に密着
した病院づくりを目指します。
　今回はタイムスリップしてみどりの通信の歴史を振り返っ
ていきましょう！

昭和52年6月6日発行
No.6（1977）
同年1月より「緑のつうしん」
発行開始
総合病院認可1周年（404床）

昭和55年5月5日発行
No.33（1980）
A号館落成（534床）
当時の料金計算はすべて中央
で行なっていたため待合のイ
スがたくさん並んでいました

平成15年4月1日発行
No.269（2003）
荻野病院長就任

昭和52年11月5日発行
No.11（1977）

当時日本で2台しかないX線
装置を導入
最先端の高度医療を提供

平成5年2月10日発行
No.147（1993）

自動支払機導入
会計の待ち時間緩和に努めま
した

祝
500号
祝
500号
祝
500号
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看護外来のご案内看護外来のご案内

平成15年10月1日発行
No.275（2003）
よろず相談室設置
困ったこと、なんでも相談で
きます
お気軽にどうぞ！

平成18年5月1日発行
No.306（2006）
救急棟落成
「免震構造」を採用しています

2022年12月で当院は設立80周年を迎えます。
自然豊かな三方原台地で
“愛と緑の総合病院”として
これからもスタッフ一同努
力を重ねていきます。

お問い合わせ先
よろず相談地域支援室 （看護相談室） 
TEL:053-436-1251 （代）

医事課　入院係

のなか ゆみこ

野中 裕美子
すぎもと ゆか

杉本 祐佳

病院で働く人たち病院で働く人たち

看護外来では、患者さんやご家族がその人らしい生活
をスムーズに送れるよう、専門的な知識、技術を持っ
た看護師が相談をお受けしています。
看護外来は予約制です。
・ストーマ外来
・皮膚 ・ 排泄ケア外来
・フットケア外来
・がん看護外来

・助産外来
・母乳外来
・育児母乳相談外来

　医事課入院係は、主に
入院患者さんの医療費の
計算業務を担っていま
す。定められた診療報酬
点数に基づき、医師をは
じめとする医療従事者が
日々行っている医療行為
を正しい請求とするため
に、豊富な知識と経験が要求される専門性の高い部署です。また
医療費はもちろん、めまぐるしく変わる医療制度等について、丁
寧に分かりやすく患者さんに説明できるよう日頃より知識の習得
と接遇の向上に取り組んでいます。


