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清水ヶ丘病院のご案内
理

５５号の記事
◆ 病院のご案内

念

私 た ち は 地 域 に密 着 す る医 療 福 祉 病 院 と して 患 者 の 立 場 に立 ち、

◆ 予防接種

安心な医療を目指 します
外来

◆ 教えて Q&A

みなさまに身近で必要な診察を目指しています。

◆ がん検診

わからないことがありましたら受付スタッフがご案内いたし
ます。

◆ 新役員から

院長、副院長を中心に横浜市大付属市民総合医療

◆ ヘルシーメニュー

センターの先生方が担当します。
（最終面の外来診療担

◆ 編集後記

当医表をご覧ください）
診察がおわったら院内薬局でくすりを処方いたします。
薬剤師がくすりの説明をしますので、なんでもおたずねください。
入院

薬局・受付

慢性期の患者さんに長期的な医療を行う医療療養病棟です。

病棟（６０床）には、多床室（４人部屋）のほか、特別な療養環境の部屋
【一床:５室 二床:７室 三床:３室 】 も完備しています。
明るい食堂・談話室等、浴室には寝たきりの方用に機械浴も完備しています。
総合相談室

病気や治療のこと、保険や福祉制度、医療費の支払いなど不安が

ある方はソーシャルワーカーが相談にのります。
相談内容については個人情報保護法に基づいて遵守いたします。

病棟・二床室

相談は無料です。

施設案内

１階

外来診察室、レントゲンテレビ室、受付、薬局、健診室、総合相談室等

２階

病棟（医療療養病棟）

３階

病棟（医療療養病棟）

４階

病棟（医療療養病棟）、検査室、医局等

清水ヶ丘病院は、この地に開設し(前身の明徳診療所を含め)５０年になります。
「地域いっぱいの笑顔を守りたい」をこころがけ、今後も外来・入院スタッフ一同、地域医療に貢献してまいり
たいと思っています。

https://simizugaoka -hp.jimdo.com

予防接種のご案内

医事課

インフルエンザワクチン接種
昨年度はワクチンの製造が間に合わず、接種できずに感染してしまった方もいらしたのではないで
しょうか。今年度は早くも地方での感染報告が発表されました。
接種期間は10月1日から開始ですが、当院では11月からの接種を推奨しています。
65歳以上 【横浜市内在住の方】 2,300円
65歳以上 【横浜市内在住の生活保護・非課税世帯の方】 無料
13歳～65歳未満 【市内外問わず】 3,000円

成人用肺炎球菌ワクチン接種
横浜市よりピンク色の予診票が届いている方は、肺炎球菌ワクチンの接種対象者です。
接種できる期間は、平成31年3月31日までとなっています。
対象年齢

①平成31年4月1日までに 【 65・70・75・80・85・90・95・100歳 】 になる方
② 1級相当の障害のある60～65歳未満の方

自己負担額 3,000円（生活保護・非課税世帯の方は無料）
なお、対象年齢以外の方も任意で接種できます（自己負担は8,000円）

健康維持には予防も大切です、予防の第一歩を踏み出してみませんか。

教えてQ&A

療養型病院と一般病院はどう違うの？

療養型病院（清水ヶ丘病院）は、一般病院での救急治療や一般的治療が終わり慢性期に入っ
た方で、なお入院医療を継続的に必要とする患者さんのための病院です。
例えば、救急車で運ばれた方は救急治療を受け、症状の安定と共に一般病棟に移って治療を
受け退院となります。症状が安定している場合には、後遺症が残り自力で体を動かす事も出来ず、
口から食事がとれないなど、引き続き入院医療が必要な場合でも、救急病院や一般病院での入院
継続はできません。
このような場合に継続して医療が受けられて、長期的に入院し療養ができるのが療養型病院です。
自宅または施設などでの対応が困難な方であって、なお継続して常時医療を必要とされる方々
にとり、療養型病院の存在は必須と言いえます。
因みに当院では１年以上の長期療養をされている患者さんが多くいらっしゃいます。南区では専ら
療養病床を持つ病院は清水ヶ丘病院だけということもあり、入院依頼も多くご要望に沿えないことも
ありますが、先ずは総合相談室へお気軽にご相談ください。

がん検診のご案内

健診課

日本人の死亡原因として最も多いのがガンで、年間約３７万人亡くなっています。そしてガンの主
な部位別死亡者数で上位３つが肺・大腸・胃となっています。
がんは治療の難しい病気ですが、早期のうちにがんを
発見し、治療の選択肢を多く持つことができれば治療す
ることができる病気です。
この早期発見のために重要となってくるのが「がん検
診」です。表のように、がんの5年相対生存率を「検診で
発見された場合」と「検診以外で発見された場合」を比
べると大きく違っているのがわかります。検診でがんを早期
発見することが治療の鍵となっているのです。

がんの5年相対生存率（2010年診断患者）
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当院では、上記3つのがんを早期発見するためのがん検診を実施しています。涼しくなってきた秋の
健康診断シーズンにがん検診も合わせて受けてみませんか。

新役員よりご挨拶

常務理事 石井りさ

清水ヶ丘病院だよりをご覧のみなさま、はじめまして。
この度、公益財団法人明徳会の常務理事ならびに事務長の大役を仰せ
つかることになりました石井りさと申します。
前任の長谷川事務長や歴代役員のみなさまが、50年にわたりこの清
水ヶ丘の地で粉骨砕身され地域に根差している清水ヶ丘病院で重責を担

うことになり、非常に身の引き締まる思いがいたします。これからは清
水ヶ丘病院全体の舵取り役として、スタッフ一丸となり地域医療に貢献
してまいります。
当院は医療療養病棟ではありますが、外来診察や健診で地域のみなさ
まの健康維持を支えてまいります。まだまだ若輩者であり、みなさまに
教えを請うことや不慣れでご迷惑をおかけする部分もたくさんあります
が、みなさまからのご指導をいただきながらスタッフと共によりよい病

院作りのために邁進していく所存です。
地域のみなさまのお力添えがなければ、次の50年を歩むことはできま
せん。ぜひ今後も清水ヶ丘病院をよろしくお願いいたします。

とろーり♥ほくほく

里芋グラタン

給食課

昔は芋と言ったら、じゃが芋でもさつま芋でもなく「里芋」のこと
え？本当‼と思われる方も多いかもしれませんが、日本へは稲作栽培よりも早く、縄文時代には伝
わったと言われています。 江戸時代には、お米が不作のときに備えて里芋も作られていました。 じゃが芋や
さつま芋を食べなれる前から、里芋は庶民的で主食のような存在でもあったようです。
「里芋」のヌメヌメに秘密あり
このヌメヌメは【ガラクタン】とタンパク質が結合した粘性物質です。 胃腸の働きを活性化させたり、免疫
を高める効果があると言われています。 今回は里芋のヌメヌメをあえて取らずに調理します。

レシピ

材料（3～4人分）

① 里芋は皮をむき、一口大に大きさをそろえる。

里芋(中)

② 里芋を耐熱容器に入れラップをして、串がスっと
通るぐらいに電子レンジで5～10分温める。

ベーコン

③ 玉ねぎは薄切り、ベーコンは細切り、しめじは適
当に手でほぐす。

しめじ等

④ フライパンにバターを溶かし、③を入れて塩コショ
ウを振り中火で5分ほど炒める。
⑤ 玉ねぎが透明になったら、弱火にしてホワイト
ソース缶と牛乳を入れる。

玉ねぎ(中)

芋を洗うように混んでる
30ｇ と か、芋 の 煮 え た も 御
1個 存 じな い、など の慣 用

1/2パック 句やことわざがあります
お好きなキノコでOK

バター
ホワイトソース

一缶

牛乳

⑦ 耐熱皿に入れて、部材が隠れるぐらいとろける
チーズをたっぷりのせる。

塩コショウ

少々

黒コショウ

少々

とろけるチーズ

適量

公益財団法人 明徳会

100㎖

お好みのソース固さに調整

清水ヶ丘病院

232-0007 横浜市南区清水ケ丘17
Tel 045-231-6714

が、この芋は里芋のこと

大さじ2 なんです。

⑥ 中火にして全体を優しく混ぜる。とろみがついた
ら火を止め、黒コショウを入れ味を調える。

⑧ オーブントースターか魚焼きグリルでチーズに焦げ
目がつくまで10分～15分焼いて出来上がり。

ミニ知識

6～8個

Fax 045-231-6796

HomePage https://simizugaoka-hp.jimdo.com

編集後記

社本 紀

今年は、暑さ、台風、大雨など
自然の猛威がすごかったです。そ
のたび「経験したことの無い」とか
「50年に一度」とか言われました。
国は、これを「めったに起きない
自然災害」で片づけることなく、
「いつどこで起きてもおかしくない
災害」ととらえ、国内外の英知を
結集して対応策をみつけてくれる
ことを期待しています。
9月11日 に は
神奈川県が土
砂災害特別警
戒区域（南区）
を発表しました。

