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「看護の日まつり」を開催しました「看護の日まつり」を開催しました
　５月２５日（土）第１０回目を迎えました看護の日まつりはすばらしい天候に恵まれ
４５０名を超える地域の皆様にお越し頂き盛大に開催させて頂くことができ
ご出演・ご協力を頂いた皆様、ならびに参加して下さった皆様と共に
素敵な時間を過ごさせて頂く事ができました。
本当にありがとうございました。
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びわこ成蹊大学松田教授と
望月教授による講演会



　５月２１日、恒例の
デイケアバス旅行に出かけました。
今回はメンバーで話し合い
『モクモク手作りファーム』におでかけ。
ゆっくりと流れる自然の時間の中、
たくさんの動物とふれあったり、
みんなでおいしいバイキングを
楽しんだりしてきました！

水口祭りに
     楽しく参加

おいしいバイキング！
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豪華な曳山に
感動！！
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　今年も水口祭りが４月１９日、２０日に開催され、
多くの患者さんが参加されました。
いつもと違う祭りでにぎわう街並みをワクワクしながら歩き、
水口神社では神聖な気持ちで、
それぞれの願い事を込め参拝をしました。

祭祭
祭祭

ちょっとおでかけ
デイケアバス旅行



もしかして、鉄分不足かも！！

■作り方

●材料（2 人分）

❶ 鶏レバーは黄色い脂肪分を取り除き、一口大に切る。ボウルに切った
　 鶏レバーを入れ、流水で血のかたまりを取り除いてザルにあげておく。
❷ 水切りをした鶏レバーをボウルに入れ、鶏レバーがひたひたになるくら
　 いの牛乳を注ぎ、30分くらい漬けておく。
❸ 鍋に★の調味料を入れて火にかけ、沸騰させる。
❹ ❷で浸しておいた鶏レバーを軽く水洗いして、ザルにあげる。
❺ 煮汁が沸騰してきたら、水切りした鶏レバーと生姜を加える。再び煮
　 立ってきたら弱火にして灰汁をすくいながら、5～ 6 分煮る。
❻ 鶏レバーに火が通ったら、一旦鍋から取り出し、煮汁を煮詰める。
　　 煮汁がとろりとしてきたら取り出しておいた鶏レバーを鍋に戻し、全
体　 を混ぜて火を切る。
❼ 器に盛り付けて、切っておいた青葱を散らして、出来上がり！！

　最近、疲れやすくて、食欲も集中力も低下気味…。
それって、鉄分不足が原因かもしれませんね。
そこで、今回は鉄分の含有量が食品中でトップクラスの
レバーを使った“鶏レバーの甘辛煮”を紹介します。
牛乳に浸して臭みを取り、生姜の風味が効いた煮物です。

＊お好みで煮る時にスライスしたにんにくを
　加えてもおいしいです。
＊鶏レバーは煮過ぎるとかたくなるので、
　火が通ったら必ず鍋から取り出してください。

鶏レバー………200g
牛乳………約1カップ
生姜（千切り）……1かけ
青葱（小口切り）…1本分

酒…………大さじ 3
砂糖………大さじ 2
みりん……大さじ 3
醤油………大さじ 2

✽おすすめ✽献立✽おすすめ✽献立✽おすすめ✽献立

　４月４日、県内唯一の私立看護大学である聖泉大学から、
新入生９４名、教員９名を迎え病院見学会を開催しました。
この見学会は早い時期から病院環境にふれていただき、
これから目指す医療人としての自覚を高めていただくために
聖泉大学設立当初より開催しています。

　４月２７日、毎年恒例の水口病院看護奨学生交流会を
新卒看護師を交え開催しました。
看護奨学生からは悩みや不安を
先輩看護師に相談し、
新卒看護師からは
国家試験に向けた
勉強方法や
実習のウラ話など
話は尽きませんでした。

聖泉大学新入生病院見学会

水口病院看護奨学生交流会

鶏レバーの甘辛煮

看護師の卵を
   全力応援中！



　今年は水口病院として29名の新入
職員を迎えることができました。
新入職員もそろそろ仕事に慣れそれ
ぞれの現場でがんばっていますが、
まだまだ至らぬ点もあると思いま
すので温かい目で見守っていただ
ければと思います。
　｢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。

有 線 放 送 の お 知 ら せ

水口病院　広報委員会
〒528-0031
滋賀県甲賀市水口町本町 2-2-43
mail@minakuchi-hp.or.jp

あいコムこうか有線放送（平成 25 年度）　こころの健康（担当案確定版）
初回放送…毎月第 4 火曜日　正午 12：00～12：05　夕方 18：00～18：05
再放送……毎月第 1 水曜日　あさ  6：00～6：05

■最寄り駅
●JR「貴生川」駅（草津線）よりバス15分／タクシー10分
　バスとタクシー乗り場は、駅1階の南口にあります。
　バスは甲賀市コミュニティバス「はーと」バスを利用
●近江鉄道「水口」駅または、「水口石橋」駅より徒歩5分

一般社団法人 水口病院 
〒528-0031 滋賀県甲賀市水口町本町 2-2-43
TEL.0748-62-1212　FAX.0748-62-1215
http://www.minakuchi-hp.or.jp/

［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。

●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。
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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。
※現在他の精神科へ通院中の方や他の病院で治療を受けておられる方は、診察をスムーズに
　行う為、また薬の飲み合わせ等あるため、必ず診療情報提供書（紹介状）をご持参ください。
　服薬中のお薬がある方はその内容が分かるもの（お薬手帳等）をご持参ください。
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第 4 回

第 5 回

第 6 回

第 7 回

第 8 回
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第12回

7月23日

8月27日
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3月25日
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薬　局

しろやま

■介護保険とスキナヴィラの入所について
■通所・短期入所サービスについて
■カウンセリング外来について
■未定
■未定
■未定
■高齢者の栄養について
■お薬とのつきあい方
■しろやまの紹介  ■「看護の日」の紹介
■地域での活動・窓口について

放送日 放送日時 再放送日 担当部署 テーマ

シリーズ「こころの健康」

●診療担当医師

7月9日（火）

7月23日（火）

8月13日（火）

8月27日（火）

9月10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

相談日 主な相談テーマ

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ので、ご遠慮なくお申し出ください。

●無料福祉相談日のお知らせ

●相談時間…13：30 ～ 17：00
●場　　所…水口病院地域連携室
TEL：0748－63－5430（直通）0748－62－1212（代表）
※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。
●その他のご相談についても、随時お受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

水口病院の理念 水口病院の患者さまの権利

水口病院の
携帯サイトはこちら

編 集 後 記

ご あ ん な い



村下 ラルフ［むらした らるふ］̶ ̶̶̶̶̶警備副主任
　ご縁があって、今年度から水口病院でお世話になる
ことになりました。7才ですので、人間で言えば中年
後半になります。まだまだ若い者には負けないつもりで
すが宜しくお願いします。

竹井 悠［たけい はるか］̶ ̶̶̶̶̶精神保健福祉士
　私の抱負は“常に疑問をもつ”ことです。教えて頂
いたことをただ覚えるのでなく、どういった意味がある
のかまで考えられるようにしたいです。そして、早く仕事
を覚え、この先必要とされる存在になれるよう精一杯
頑張りたいと思います。

若林 勇斗［わかばやし ゆうと］̶ ̶̶̶̶̶作業療法士
　1日でも早く患者さんの特性を理解し、安心して頂
けるような関わりをしていきます。

前園 香織［まえその かおり］̶ ̶̶̶̶̶保育士
　全く分からないことばかりなので、出来るだけ早く仕
事を覚え、先輩保育士さんに、たくさんのことを学び、
日々笑顔で頑張りたいと思います。

上田 侑加［うえだ ゆか］̶ ̶̶̶̶̶心理士
　心理士として、みなさんの抱えておられる悩みや問題
を全力でサポートしたいと思っています。「病める人に安
らぎと生きる力を」という水口病院の理念を体現できる
よう、日々 頭と体と心をフルに生かしていこうと思います。

小西 勇人［こにし ゆうと］̶ ̶̶̶̶̶調理補助
　自分なりに仕事にチャレンジしていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします！！

中森 美紗［なかもり みさ］̶ ̶̶̶̶̶事務職員
　私は小さい時からこの甲賀市に住んでいて、地元に
ある水口病院で働くことが決まった時、少しでも地元の
方の役に立つことができると思い、すごく嬉しく思いま
した。患者様からも、職員の皆様からも親しまれるような
事務員になれるよう一生懸命頑張っていこうと思います。

髙橋 明香［たかはし さやか］̶ ̶̶̶̶̶理学療法士
　入職して数ヶ月経ちましたが、新しい環境に戸惑う
事も多々あります。しかし早く利用者様の生活のお力
添えができるように日々努力していきたいと思います。

野﨑 彩有里［のざき ありさ］̶ ̶̶̶̶̶ケアエイド
　一生懸命頑張りますので、ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

松本 珠江［まつもと たまえ］̶ ̶̶̶̶̶看護師
　患者さんの言葉にできない思いにまで寄り添い、い
つも明るく笑顔で、安心感を与えられる看護ができるよ
うに一生懸命がんばりたいです。

伊地知 睦［いぢち あつし］̶ ̶̶̶̶̶看護師
　僕の目指す看護は心が病んでいる人がしあわせを求
める姿勢を支持する看護です。その看護ができるように
先輩の方々から学び取り、日々 精進していきたいです。

岡城 早紀［おかしろ さき］̶ ̶̶̶̶̶薬剤師
　覚えなければいけない事が多くて大変ですが、患者様
に最善の薬物治療が提供出来るような薬剤師を目指
し、日々勉強し成長していきたいと思います。

平成25年度 水口病院新入職員代表


	名称未設定-1.pdf
	kokorononiji_1.pdf
	kokorononiji_2.pdf
	kokorononiji_3.pdf
	kokorononiji_4.pdf

