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みなくち病院調査隊
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6回では看護部をご紹介します。

第6回 看護部
水口病院看護部では、"共に感じるこころの
看護"という理念を掲げ、患者さんの悩みや問
題を一緒になって考え、1日でも早く解決でき
るよう、治療のサポートや日常生活のお手伝い
をしています。
また、院内での研修会や近隣の病院と合同研
修会を開催し、患者さんに安心・安全な医療を
提供できるよう、技術や知識の向上に日々取り
組んでいます。
もし、あなたが誰かに悩みを聞いて欲しいと
き、
どなたに相談しますか？
病院の中では、患者さ
んの最も近くに居る私た
ち看護師が、その"誰か"に
なりたいと考えています。
次回は「医局」です。お楽しみに！

地域での活動に力を入れています
当院では、看護技術の向上や地域との連携の一環として、様々な取り組みを行っています。

甲賀地域医療管理者会議

高校生聞き取り体験学習

田村神社参拝
どれにしようかな…
雪の舞う2月某日、今年も田村神社の参拝に出かけました。

何をお願い
しているのかな？

美しい歌声に癒されました
スカイ

昨年の院内クリスマス会にて、プロ歌手として活躍しているデュオ「SKY」をお
招きしました。透き通った美しい歌声に酔いしれ、最後は全員で「ジングルベル」
を大合唱。楽しいひと時を過ごしました。

新しい医師が加わりました
中農 吉紀

医師

4月1日より、水口病院に新しい医師が加わりました。
中農先生は2年間の初期臨床研修を終えられ、精神科医と
して当院で研鑽を積むこととなりました。
皆さまぜひともよろしくお願いします。

太陽光発電を導入しています
節電への取り組みとして、太陽光発電を開始しまし
た。万が一停電や電力不足が発生した場合も、一定の
電力を院内に供給することができます。
今回導入したシステムでは、年間で約48,000kw発
電することができます。これは、石油に換算すると約
11klに相当し、約27,000㎏のCO2削減効
果が見込まれます。当院では今後も積極
的に節電に努めていきます。

おすすめ★ 献

立

新じゃがでなめらか、もちもち。

～じゃがいものみたらし団子～
【材 料】

（2人分）

《団子》
じゃがいも ・・・・・・・・・・・・2個
片栗粉 ・・・・・・・・・・・大さじ2
塩 ・・・・・・・・・・・ひとつまみ
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・適量

【作り方】

《あん》
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・大さじ1
みりん ・・・・・・・・・・小さじ1/2
醤油 ・・・・・・・・・・・・・小さじ2
酒 ・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
水 ・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
片栗粉 ・・・・・・・・・小さじ1/2
☆
水 ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

① じゃがいもはきれいに洗い、皮付きのままラップをして、レンジでや
わらかくなるまで加熱する。熱いうちに皮をむき、ボウルに入れてフ
ォークなどでつぶす。
② じゃがいもに片栗粉と塩を加え、手でこねる。なめらかになったら、
適当な大きさの団子に丸めておく。
③ 鍋にたっぷりの湯を沸かし、丸めた団子を茹でる。団子が浮き上
がってきたら取り出して串に刺す。
④ フライパンを火にかけて油をしき、串に刺した団子の両面を軽く焼く。
⑤ 鍋にあんの材料をいれて火にかける。沸騰したら火を弱め、水溶
き片栗粉（☆）でとろみをつける。
⑥ お皿に団子を盛り付けてあんをかけたら、出来上がり！！

暖かい季節になってきましたね。春といえばおいしいのが新じゃが。
そこで、今回は新じゃがを使った"じゃがいものみたらし団子"をご
紹介します。

講演会・研修会報告
【水口病院関係】
・ 3月 6日・3月13日 平成23年度甲賀市自殺対策事業研修会
池田幸司 医師 「うつ病について」
【認知症疾患医療センター関係】
・ 1月10日 平成23年度湖南市高齢者支援ボランティア講座
木下美希 相談員 「お話を聴くことについて」
・ 3月 1日 平成23年度守山市自殺対策研修会
高橋 淳 医師 「高齢者のうつ病の理解と支援について」

編集後記
寒さの厳しい今冬でしたが、ようやく春らしくなってきました。東日本大震災からも1年が経ちました。様々な思いを
抱えながらの新年度、前向きに進んでいきたいものですね。
「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

mail@minakuchi-hp.or.jp
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＊ 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。

●無料福祉相談日のお知らせ
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。
相談日
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滋賀銀行

甲賀市役所
水口支所

至 信楽

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

主な相談テーマ

4月 24日（火） 受療・受診に関する相談
5月

8日（火） 就労・経済的な問題に関する相談

5月 22日（火） 介護保険・自立支援法等のサービス利用に関する相談
6月 12日（火） 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）

水口病院の
→
携帯サイトはこちら

6月 26日（火） 受療・受診に関する相談
＊ 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。

●水口病院の理念
［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

●水口病院の患者さまの権利
・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

