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『人情とDXの融合』

特集：診療受付システム導入
しました ・・・2 ,3

秋の食材の栄養素を知って
Let’s Cooking ・・・4, 5 DXとは「Digital Transformation」

の略語です。



診察券を受付機横のスキャナーに通していただき、受付画
面より診察する診療科を選んでください（複数選択可）。
受付が完了しましたら「受付番号表」が発行されます。

診療受付トータルシステム

診察券をご準備ください

受付が済みましたら、 画面にお手持ちの番号が載ります。診察の準備が出来次第、お呼び出し致します。
診療科によって 順番が前後する場合がございます。ご了承ください。
新しいシステムの導入に伴い、ご不明な点がございましたら、いつでもお声掛け下さい。

スキャナー受付画面

受付番号表

診療受付トータルシステム
ナビゲーションシステム

導入しました



一人一人の患者様に対し真摯に向き合い、質の高い診療を保ち、必要な医療を
提供し、みなさまが安心して医療を受けることができるよう日々精進して参ります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

院内の待ち状況、混雑状況をスマートフォンから確認
できる ナビゲーションシステムも併せて導入いたし
ました。

受付番号表に記載されているＱRコードをお手持ちの
スマートフォンで読み込むと確認ができます。
メールアドレスを登録して頂くとお知らせのメールが
届くようになります。

①受付表に付いているQRコードを読み取り部にかざしてください。
②請求金額が画面に表示されます。 金額をお確かめの上、お金を入金してください
③入金金額をお確かめいただき、よろしければ「入金完了ボタン」を押してください。
④最後におつりをお受け取りいただき 職員が領収書、診療明細書、処方箋をお渡しいたします。

受付票をご準備ください

受付票をご準備ください

ナビゲーションシステム
（Web番号案内）

自動支払機



秋が旬の食材は栄養価が高い上に、とてもうま味が詰まって美味しい！
そこで、今回は秋が旬の食材の栄養素と、簡単に作れるピザパンのレシピをご紹介します。

ビタミンB群やビタミンD、カリウムなどが多く含まれます。
特にビタミンB群には、栄養素の代謝を助ける働きがあるため
、疲労回復を促します。

ほとんどが水分ですが、抗酸化作用を持つアントシアニン（ポ
リフェノール）や食物繊維を多く含みます。そのため、皮ごと
食べることが出来る調理がおすすめです。

カリウム、カロテン、ビタミンCを豊富に含みます。『冬至にか
ぼちゃを食べると風邪を引かない』といわれるほど、栄養価の
高い食材です。

秋の食材の代表格。秋刀魚の脂には動脈硬化や血栓予防、生活習
慣病予防にも役立つDHAやEPAが多く含まれ、たんぱく質、ビタミ
ンＢ12、カルシウム、鉄分など栄養バランスも優れています。

1個で1日分のビタミンCが摂れるといわれているほど、ビタミンC
が豊富です。ビタミンCは二日酔いの予防にも効果があると言われ
ているため、飲酒の前に食べるのがおすすめで

きのこ

なす

かぼちゃ

秋刀魚

柿

柿添病院 栄養課 管理栄養士 小峰麻衣子



＜材料＞
・強力粉 180g
・薄力粉 20g
・ドライイースト 小さじ１（3g）
・砂糖 20g
・ぬるま湯 130g
・塩 3g
・オリーブオイル 大さじ1（12g）
・トッピングの具材
今回は、ピザソース、南瓜、なす、
舞茸、長ねぎ、ベーコン、チーズを使用しました。

①ドライイースト、砂糖、ぬるま湯（40℃くらい）をボウルに
入れ、10分ほど置く（予備発酵）。
②『①』のボウルに強力粉、薄力粉、塩、オリーブオイルを投入し、一
塊になるまでゴムベラで混ぜる。

③生地が混ざったら、20分寝かせる。

④寝かせた生地を、ゴムベラで外側から中心へ折り込むように混ぜ
る（30回程）。そして、30分寝かせる。
この作業を計2回行います。

そうすると、小麦粉と水分が馴染み、表面がつるんとした生地が
出来上がります。

※生地を寝かせている間に、トッピングする具材の準備を！

⑤30分寝かせた生地は、寝かせる前と比べ
2倍に膨らんでいたら、生地に打粉（分量外）
ボウルから取り出し、生地を4等分。打粉をし
ながら丸め直し、再度15分寝かせる。
※ここで、オーブンを230℃に予熱しておきましょう。

⑥好きな形に生地を伸ばす。
※写真は楕円形ですが、丸型やハート型などでもOK!
伸ばした生地にピザソースを塗り、トッピング用の具材を
乗せていく。

⑦具材をトッピングしたら、
230℃で温めたオーブンで14分焼き、完成(/・ω・)/

★トッピングの具材は、『柿、チーズ、はちみつ』でデザート系ピ
ザパン、『秋刀魚（又はさんま蒲焼缶）、しめじ、チーズ』で和風
のピザパンなど、アレンジ豊富です。

～旬の秋の食材をトッピングしてみましょう～



作業療法士の脳活性に役立つおはなし

皆様こんにちは。私は柿添病院で作業療法士をしております、
永石（ながいし）と申します。
前回は「睡眠」についてでしたが、皆様眠たくないですか？
第３回目となる今月のテーマは「食事」です。

第３回「脳活性に大切な食事って？」

皆様は脳に必要な栄養素をご存知でしょうか？

・ブレインフードを数回食べるだけでは活性化しません。継続して摂取することと、
他の食事とバランスよく食べることが重要です。
・脳の80％は水です。こまめな水分補給も必要になります。脳は脱水に敏感！
・昔から言われるように、良く噛む事も大切なことです。
・食事の時間も規則正しく摂るように心がけましょう。食事を抜くのはNG！
・規則正しい生活のためにもスケジュールを立てましょう！

・青魚（鮭・イワシ・鯖）
・アマニ油
・ナッツ類
・緑黄色野菜
・ベリー類
・大豆
・チョコレート（カカオ80％以上）
・トマト
・卵
・貝類
・バナナ

ブドウ糖（グルコース）：脳のエネルギー補給
ビタミンB群：脳のエネルギー補給をサポート
DHA（オメガ３脂肪酸）：認知機能低下を予防

などなど・・・

代表的な
栄養素

※管理栄養士監修

リハビリテーション課主任
作業療法士 永石 光



所属部署 / 職種 / 氏名 ①出身地 ②秋と言えば･･･？ ③ひとこと

いけだ かずまさ

池田 和将

たさか えつこ

田坂 悦子

ひらの えり

平野 絵里

はまかわ まみ

濱川 舞珠

やまざき やまと

山﨑 大和

かわかみ きくお

川上 輝久雄

検査課 放射線室
/ 診療放射線技師

リハビリテーション課
/ 作業療法士

地域医療連携室
/ 社会福祉士

1病棟看護課/ 看護師

庶務課透析課 / 臨床工学技士

①佐世保市
②スポーツの秋
③患者様の為に頑張ります！

①山口県
②食欲の秋
③よろしくお願いします。

①長崎市
②読書の秋
③平戸に来て半年、初めての
病院勤務でまだまだ分からな
い事も多いですが、よろしくお
願いします。

①埼玉県
②散歩の秋
③なかなか顔と名前が一致
しませんが よろしくお願いし
ます.

①平戸市
②食欲と運動の秋
③少しでも多くの地域の皆さ
んに寄り添えられる様、頑
張っていきます。
よろしくお願いします。

①新潟県上越市
②読書の秋
③一生懸命頑張っていきます
ので よろしくお願いします。



医療法人医理会柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会について】
現在、感染予防の為、面会制限を行っております。

詳しくはお問い合わせください。

医療法人医理会柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100 FAX 0950-20-4101
【診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
【所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認をお願い致します

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）
岩井輝臣（火・水・金 内視鏡）
柿添圭成（ 毎週 水曜日）

○ ○ ○ ○ ○
○
岩井
（休）

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科・小児外科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～14:30
休 〇 〇 〇 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○

休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
第1土曜 岡村圭祐 第3土曜 福岡大学筑紫病院 清水さや華
毎月第1 第３土曜日 ※午前のみ、午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第1・３ 木曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

医療法人医理会 木引田介護スクエア
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地

リハビリ特化型通所介護 毎快
TEL 0950-22-7154 FAX 0950-26-0033

かきぞえ居宅介護支援事業所
TEL 0950-22-7153 FAX 0950-26-0033

木引田介護
スクエア

http://www.kakizoehospital.or.jp/

