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感染 対 策

新型コロナウイルス感染症対策として、患者さんにマス
ク着用、受付時に体温測定をお願いしています。総合受付
で対応する職員はマスクとゴーグルをかけて業務を行って
います。皆さまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
【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

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
医療保護施設

総合病院 聖隷三方原病院

SEIREI MIKATAHARA GENERAL HOSPITAL
〒433-8558 浜松市北区三方原町3453

TEL 053-436-1251㈹ FAX 053-438-2971

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

2020年看護師採用試験 ＷＥＢ面接を実施

～ハローワーク浜松による就職支援のご案内～
悩み・不安に就職支援ナビゲーターがアドバイスします！

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、遠方の外出
ができないため、当院では 4 月 28 日と 5 月 1 日の 2 日間

日

時：6 月 17 日（水） 10:00～12:00

で浜松市外の看護学生を対象に、当院として初の試みと

※事前予約可

なるＷＥＢ面接を行いました。受験者を平等に審査する

場

ため急遽ＷＥＢ面接という形で開催させていただきまし

お問い合わせ：医療相談室

た。当日は大きな混乱もなく無事に面接を終えることが

電

所：聖隷三方原病院

よろず相談地域支援室

話：053-439-9046 ※医療相談室にて予約ください

できました。
当院の今後の看護師採用試験につきましても、社会情
勢の動向を踏まえ柔軟に対応していきます。

聖隷三方原病院

あれ !? これって…
認知症？

看護師採用面接の日程

試験日

リクナビエントリー締切

エントリーシート締切・
応募書類必着

7 月 25 日（土）

7 月 5 日（日）

7 月 10 日（金）

8 月 27 日（木）

8 月 6 日（木）

8 月 12 日（水）

病院ホームページからも学生向けに情報発信をしています。

認知症相談会

認知症の人には
どう接したらいいの？

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。
日

時：6 月 25 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）
看護部ブログ

電

話：053-439-0006

受付時間：月～金 8:30～17:00
主
看護部からの
ビデオメッセージ
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催：聖隷三方原病院

浜松市認知症疾患医療センター

※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
感染症の状況により、延期または中止の可能性があります。
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がん相談支援センターからのお知らせ
第2回

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。
予約制
日

時：7 月 9 日（木）13:00～16:00

場

所：聖隷三方原病院

対

象：がん患者さんとご家族

よろず相談地域支援室

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

みどりちゃんのつぶやき
色とりどりのアジサイに、雨の日に出てくる虫たち。あっ
という間に春が過ぎ去り、季節は梅雨に移り変わりました。
梅雨にはどうして「梅」という言葉が使われているかご存
じでしょうか。これにはいくつかの説があるようです。その
中のひとつに「梅の実が熟す頃に降る雨」という意味で、
「梅
雨（ばいう）」と呼んでいたという説があります。また、日
本で梅雨のことを「つゆ」と呼ぶようになった由来もいくつ
かあり、雨が降るので「露（つゆ）」から連想したという説や、
梅の実が熟して「潰ゆ（つゆ）」時期だか
らという説もあります。どの説もありそ
うですよね。
この時期ならではの自然に触れたり、
室内ならではの遊びを楽しみながら過ご
していきましょう。
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新型コロナウイルス感染症に
かかったかもしれないと思ったら・・・

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
下記の症状がある方はまず「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。
（ア）息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強
い症状のいずれかがある場合
（イ）重症化しやすい方（*）で、発熱や咳などの比較的軽い風
邪の症状がある場合
（*）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患があ
る方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

（ウ）上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が 4 日以上続く場合は必ずご相談ください。）

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
☎：050-5371-0561

看護外来 の ご案内

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。
・助産外来
・ストーマ外来
・皮膚 ・ 排泄ケア外来 ・母乳外来
・育児母乳相談外来
・フットケア外来
・がん看護外来
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）
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2020年度診療報酬改定 について
2020年度診療報酬改定について
【診療報酬改定とは？】

医事課

課長

飯田 孝

内容については、政府が決めた改定率をもとに中央社

診療報酬は、医療機関が提供する医療行為やサービ

会保険医療協議会という会議で個々の医療サービスの

スに対して支払われる公的な医療費のことです。この

内容を審議し、その結果に基づいて、厚生労働大臣が

診療報酬は医療の進歩や世の中の経済状況とかけ離れ

決めることとなっています。

ないよう通常２年に一度見直しが行われます。改定の
【2020 年度の診療報酬改定について】
＜参考＞
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診療報酬改定率の推移
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費財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改
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改定率
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今回の改定率は、診療報酬本体 +0.55％（うち、消

％
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0.004
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0.55

0.55

-0.84

-1.74

-0.46

-1.19

○医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の
推進

-2.7

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

（注）2014年度は消費税増税対応分を含む（これを含めないと本体部分は
0.1％増）。
2016年度の改定額は、2014年まで含めていた想定より売れた医薬品の価格引
き下げも含めると実質マイナス1.03％
（資料）産経新聞2009.12.24、毎日新聞2012.12.22、2013.12.21、
2015.12.22、毎日新聞2017.12.19、2019.12.18
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ての基本的視点と方向性は以下の内容となっています。

-1.01
-1.33

-3.16

-4

－1.01％で

あり、全体では－0.46％となりました。改定に当たっ
1.55
0.19

-1.0

-2.8
-1.3

-3

0.38

革への特例的な対応 +0.08％）、薬価等

○患者・国民にとって身近であって、安心・安全
で質の高い医療の実現
○医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシ
ステムの推進
○効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可
能性の向上
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その中で、重点課題とされているのが医療従事者の
負担軽減、医師等の働き方改革の推進です。この取り
組みを推進し地域医療の確保を図る観点から、過酷な
勤務環境となっている地域の救急医療体制において一
定の実績を有し、適切な労務管理等を実施していくこ
とを評価する「地域医療体制確保体制加算」という診
療報酬が新設されました。
今回の改定で患者さまが病院に支払う医療費に大き
な変更はないと思いますが、これまでと請求金額が違っ
ている場合などお気づきの点がございましたら受付窓
口までお問い合わせください。

レシピ

季節の

栄養課通信 6 月

～梅干し～

梅干しには殺菌効果があり、細菌の増殖を抑えてくれる働きがありま
す。また食欲増進作用や疲労回復作用・老化防止作用などうれしい効果
がたくさんあります。食中毒が増え始める梅雨や食欲が落ちやすいこれ
からの暑い時期に取り入れてみて下さい。
しかし、梅干しは塩分がたくさん含まれているため摂り過ぎには注意
が必要です。1日1個までを目安に普段から薄味を心掛けるようにしましょ
う。
今回は梅干しを使用した簡単お手軽メニュー『山芋の梅和え』をご紹
介します。

！ 旬のレシピ

簡単

《栄養価１人分》

今回は、

「山芋の梅和え」

をご紹介します

エネルギー

45 kcal

たんぱく質

1.6 g

脂質

0.2 g

食塩相当量

0.5 g

2 人分

山芋 ････････････ 100g
かいわれ大根 ･･････20g
乾燥わかめ ･････････ 2g

梅干し（梅肉）･･･････ 3g
薄口醤油 ･･･････････ 2g
本みりん ･･･････････ 2g
米酢 ･･･････････････ 5g
粉末かつおだし ････ 少々

作り方

① 山芋は 5cm の千切りに、かいわれ大根は食べやすい長さに切り、
わかめは水で戻しておく。
② 調味料を合わせる。
③ 食べる直前に②と山芋、かいわれ大根・わかめを混ぜ合わせて出
来上がり。

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
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【予約受付時間】

◆月～金曜日
◆土曜日

9:00～16:30
9:00～12:00

料理のポイント
梅干し少量を野菜や海藻と和えることで塩分の摂り過ぎを防ぐこ
とができます。また梅肉ソースを使用し、鶏胸肉や旬の野菜など
食材を変化させるなどアレンジも可能です。
栄養課

管理栄養士

大石 真子
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