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私が目指す看護師像は、「かゆいと
ころに手が届く」ような細やかな看護
を提供できる人です。先輩スタッフの
良いところをしっかりと吸収し、理想
の看護師になれるよう頑張ります。

まだまだ慣れないことがたくさんあり、
空回りしてしまうこともありますが、自
分にしかできない看護を行なえるよ
うに精一杯頑張りたいと思います。

看護師　　藤井 美幸 看護師　　竹本 量子

現在、先輩方から多々ご指導をいた
だき、少しずつ仕事を覚えているとこ
ろです。少しでも早く作業療法士とし
て患者さまのお役に立てるように頑
張っていきたいと思います。

分からないことで戸惑うことが多く不
安ですが、色々と教えていただいて「よ
し！頑張ろう」という気持ちになります。
新しいことをどんどん吸収し、それら
を生かして頑張ります。

作業療法士　　宮本 史博 精神保健福祉士　　岩本 美鈴

自分の力を100%出し切れるよう、日々
精進していきたいと思います。よろし
くお願いします。

一日も早く仕事に慣れ、先輩方のよ
うに自然な笑顔で患者さまと接して
いきたいと思います。責任をもって一
生懸命頑張ります。

調理師　　池田 明史 医療事務　　緩利 磨穂
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月～土曜日　　8:45～17:30

日曜日・祝日　8:30～12:30

　　5月14日、毎年恒例の「看護の日のつどい」を開催しました。450名の方々にお越しい

ただき、大盛況のうちに幕を閉じることができました。躍動感あふれる演奏やダンスのス

テージをはじめ、伏見工業高校ラグビー部 高崎利明先生のご講演、各催し物など、心

に残る素晴らしい一日となりました。

　　ご来場・ご出演いただきました皆さま、本当にありがとうございました。

　　売店「キャンティーン」では、『病院売店日本一』を目指し、お客さまの

声を何よりも大切にしたサービスを心がけています。明るい笑顔と豊富な

品揃えで、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

お菓子やパンをはじめ、食料品の品

揃えが充実しています。

お客さまのニーズに合わせ、こまめに

商品の見直しを行なっています。

季節ごとの衣類や日用品、介護用品

も豊富に取り揃えています。

このコーナーでは、様々な角度から水口病院にスポットを当てていきます。

第3回では売店「キャンティーン」をご紹介します。

第3回　売店「キャンティーン」

みなくち病院調査隊



■デイケアの恒例行事、日帰り

バス旅行へ出かけました。今春

の行き先は、利用者の皆さんと

のミーティングで決まった長浜黒壁スクエア。ガラス館

やオルゴール館を見学しながら、ゆったりと過ごせました。

「街並みを堪能できた」「美味しい物が食べられた」と、

皆さんとても満足された様子でした。

■東日本大震災で被

災された方々に心より

お見舞い申し上げます。

当院では義援金募集を

行なっています。4月ま

でに197,643円の義援金をお寄せいた

だき、日本赤十字社に寄付いたしました。

ご協力ありがとうございました。

　　また、当院より「こころのケアチーム」と

して3チームが福島県に派遣されました。今後も継続し

て支援活動を行ないます。詳細は次号にてご報告いた

します。

　　水口病院の奨学金を利用している看護学生を対象に、定期的に交流会を行

なっています。在学時から病院スタッフが関わり、精神科医療の魅力と大切さを

伝えるとともに、情報交換や仲間作りの場を提

供しています。

　　4月には、新入生～3年生までの学生40名と、

当院の看護部長や看護師との

交流会を実施。先輩からアドバ

イスを受けたり、他校生との交

流を楽しんだりと、有意義な時

間を過ごしました。

【材　料】　　（2人分）

【作り方】
①�

②

③

④

⑤

・・・・・・・１60ｇ
・・・・・・・・・・・・・2枚
・・・・・・・・・・・・・1本
・・・・・・・・・・・1/2個

野菜は十分に水洗いする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。きゅうり

は千切りにして水にさらし、よく水気をきる。トマトはくし型に切る。盛り付

けができるまで冷蔵庫に入れて冷やしておく。

茹で上がった豚肉を冷ますため、お皿などを受けたザルを準備する。鍋

に水を入れて火にかける。

ボールに☆を入れて混ぜ、豚肉を加えて水気が行き渡るようにやさしく

混ぜる。

沸騰してきたら少し火を弱め、③の豚肉を広げながら入れていく。全体

が白っぽくなったら、ザルにあげて粗熱をとり、冷蔵庫に入れて冷やす。

お皿に冷やしておいた野菜と豚肉を盛り付けて、ドレッシングをかけたら

出来上がり！！

＊☆で豚肉をコーティングすることで、しっとりとした茹豚になります。
  ただし、豚肉がぬるつくので片栗粉の入れすぎに注意！
＊グラグラとしたお湯で豚肉を茹でてしまうと硬くなるので、弱火で十分に加熱しましょう。
＊使用する野菜はその他にスライスした玉葱や茹でたスナップエンドウ、千切りにしたキャベツなどお好みで。

うっとうしい梅雨も明け、また夏がやってきましたね。暑いと体力は落ちるもの。
少しでも食べ物で補うためには、疲労回復によいビタミンB1を多く含む『豚肉』
がおすすめです。
そこで、今回は暑い夏にぴったりのさっぱりした『豚肉の冷しゃぶ』をご紹介し
ます。豚肉にひと工夫で、しっとりとしてやわらかい冷しゃぶに仕上がります。

豚肉スライス　
レタス
きゅうり　　　　
トマト
　　　　　　　　　　　

（ゴマドレッシングなど）

水
片栗粉
お好みのドレッシング

・・・・・・・・・・・・・・・50ｃｃ
・・・・・・・・小さじ1/2

・・・適量



診察室 1 診察室 2 診察室 4
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木
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青木治亮
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●水口病院の理念

●診療担当医師

相談日 主な相談テーマ

●無料福祉相談日のお知らせ

●水口病院の患者さまの権利

＊ 外来受付時間…8：30 ～ 12：00　（初めての方の受付は11時までです。）
＊ 外来診察時間…9：15 ～　（午後からの診察は予約の方のみです。）
＊ 面会時間………8：30 ～ 19：00

＊ 初診の予約は必要ありませんが、初診患者さまが多数の場合は、
 　当日の診察をお断りすることがあります。
＊ 患者さまの病状により、診察の順番を変更させていただくことがあります。

最寄り駅
JR貴生川駅（草津線）よりバス15分／タクシー10分
近江鉄道水口駅または、水口石橋駅より徒歩5分

［理念］　　病める人にやすらぎと生きる力を

［方針］　・安全で質の高い医療を提供する

　　　　　　　・患者さまのニーズに沿った快適な

　　　　　　　　環境を提供する

　　　　　　　・地域に開かれた医療、

　　　　　　　　福祉サービスを実践する

水口病院では、地域連携室で医療相談員（精神保健福祉士等）による
無料保健福祉相談を行っています。ご遠慮なくお申し出ください。

＊ 上記テーマ以外のご相談でも構いません。ご相談の内容が外部に漏れることは
   一切ございません。
＊ 当院ホームページでも相談テーマをお知らせしております。併せてご覧ください。

＊ 直接お越しいただくか、お電話でお気軽にご相談ください。

相談時間……PM 1：30 ～ PM 5：00
場所…………水口病院地域連携室
TEL …………0748-63-5430（直通） 0748-62-1212（代表）

＊ その他のご相談についても随時お受けしております。お気軽にご相談ください。

〒528-0031
滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43
TEL
FAX
http ://www.minakuch i -hp .or . jp/

水口病院の　　  →
携帯サイトはこちら

社団法人　水口病院

7月

7月

8月

8月

9月

9月

12日（火）

26日（火）

　9日（火）

23日（火）

13日（火）

27日（火）

受療・受診に関する相談

就労・経済的な問題に関する相談

介護保険・自立支援法等のサービス利用に関する相談

社会保障・福祉制度に関する相談

（障害年金・精神障害者保健福祉手帳等）

受療・受診に関する相談

就労・経済的な問題に関する相談

ごあんない

信楽I.C
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信楽I.C

池田幸司

勝又　　隆

： 0748-62-1212
： 0748-62-1215

・4月28日　水口町民生委員児童委員協議会 生活福祉部会研修

　　　木下美希 相談員

　　　「認知症の予防と治療についておよびうつ症状の方との接し方について」　

・5月26日　滋賀県社会福祉協議会 介護支援専門研修

　　　 高橋　淳 医師　

　　　「高齢者の疾病と対処及び主治医との連携（認知症の疾患理解）」　

・6月30日　ハーティケア青空 訪問介護研修

　　　高橋　淳 医師　

　　　「認知症の正しい理解とその対応」

　　地域の精神保健福祉活動の一環として、様々な講演活動を行なっています。

講演依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

　　いよいよ本格的な夏の到来です。楽しい行事が盛りだくさんのこの季節、すでに色々と計画を練っている方も多いのでは？体調

管理を万全にして、元気に暑さを乗り切りましょう。

　　「こころの虹」に関するご意見・ご感想がありましたら、水口病院広報委員会までお寄せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒528-0031　滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43水口病院　広報委員会

・良質な医療を公平に受ける権利があります

・人格や価値観を尊重される権利があります

・治療について知る権利、納得できるまで説

　明を受ける権利があります

・治療方法などを自らの意思で選択する権

　利があります

・個人情報が守られ、プライバシーが尊重さ

　れる権利があります

mai l@minakuch i -hp .or . jp

MRIやCTなど、最新の検査機器を導入しています。
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