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秋冷や　腰の痛みの　つぶやきか

秋たけて　落日はやく　身にこたえ

深みくる　秋が目にみゆ　空高く

かさかさと　落ち葉散る道　路地狭く

すまし顔　晴着姿の　七五三

　この度、法人において口座引落会社の変更を致します。
入院費用・介護医療院入所費用・通所リハビリテーショ
ン費用・訪問看護ステーション費用のいずれかの料金を引
落でお支払い頂いている方について、再度書類の申請が必
要となります。該当する方につきましては、当院より別途
ご案内致します。
※引落日の変更はございません。
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協
力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。　　　 事務部

〒431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣2396-56
電話：053（925）8111（代）
FAX：053（925）8112
電子メール
tenryu@suzukake.or.jp
ホームページ
http://suzukake.or.jp/tenryu/

〈通所リハビリ利用者様より〉
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秋　棚田と曼珠沙華
新型コロナウイルスによる面会制限について／Web面会の運用を始めます
新型コロナウイルス感染を予防しよう！
外来診療医担当表／インフォメーション／季節の俳句／編集後記

季 節 の 俳 句

Contents

引落で料金をお支払い
頂いている方へ

　皆様いかがお過ごしでしょうか。
2020年8月、浜松市天竜区において国内史上最高気温に
並ぶ41.1度を観測しました。メディアにおいて、連日のよ
うに『熱中症』の注意を促す報道がされておりましたが、
季節はすっかり『夏』から『秋』へ…気温もガクっと下がり、
肌寒く感じるようになりました。体調管理には十分にご留
意下さい。
当院ではWeb面会の運営を開始しました。コロナ渦によ
る面会制限が続いておりますが、患者様・入所者様及びご
家族様に寄り添い、皆様の笑顔のための病院運営・体制づ
くりをこれからも目指してまいります。
新型コロナウイルスはもちろんですが、インフルエンザ
の流行にも注視し、感染対策を常に意識しながら、日常生
活を送りましょう。　　　

ひ・と・り・ご・と編集長の

【文責】石曽根 崇記

インフォメーション

すずちゃん通信
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Web面会の運用を始めます

　新型コロナウイルスが中国で発見されてから早一年が経

ちます。少しづつウイルスの正体が解り対策も進んできま

したが、皆様も以前に比べ不自由な生活をされているもの

と思います。目に見えず、人から人にうつるウイルス感染

を防ぐためには、3密など人と人との接点を減らすことが効

果的ですので、移動が制限されることは仕方がないことで

はありますが、個人的にも様々に生活の様式が変わって

きました。

　当院でも大切な入院患者様の健康を守るため面会を制限

しておりますが、ご本人様ご家族様の気持ちを考えますと

本当に申し訳の無い気持ちで一杯です。一刻も早いウイル

スの終息と感染を予防する有効なワクチンができることを

願っております。

　9月時点での今年の冬の気候予測は、赤道付近でラニーニャ現象が発生している

（よく耳にするエルニーニョ現象の反対）影響で、晴れ間が多く寒い冬になりそう

とのことです。感染への備えに慣れが生じていると思うことがありますが、インフ

ルエンザなど別の感染症も心配されますので、今まで以上に身を守る努力をされる

ようお気を付けください。

　今しばらくの間、当院のご関係者にはご不自由・ご迷惑をおかけしますがご理

解・ご協力いただけますようお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染防止の観点より、患者様・利用者

様とご家族様による直接的な面会の代替案として、『iPad』

を用いた方法になります。

　Web面会は人数制限があり、予約制となっておりますの

で、当院へご相談下さい。

　新型コロナウイルスとは、これから長く付きあっていかなくてはなりません。

マスクの着用・換気・ソーシャルディスタンス等、感染対策は当たり前のことと

なってきました。当院では「新型コロナウイルスを院内に持ち込まない」を目標

に感染対策を行っています。「これで大丈夫という感染対策はありませんが、今

できることを職員一同で実施しております。

患者様やご家族の皆様には、ご不便をお掛けしますが、ご協力を宜しくお願い

申し上げます。

① 職員の健康チェックを毎日実施する。
② アルコールの手指消毒とマスク着用を徹底する。
③ 環境整備と換気→机・椅子・手すり等は0.05%次亜塩素酸水で消毒する。
④ 外来者の問診票チェックとマスク着用・手指消毒を徹底する。
⑤ 面会制限→タブレットによる面会を実施する。
⑥ ソーシャルディスタンス→受付や面談用の机にはクリアボードを設置する。
　 　　　　　　　　　　　　面談、会議等の人数制限と会場の換気を徹底する。

天竜すずかけ病院
事務部　副部長

小田 紀弘

新型コロナウイルスによる面会制限について 新型コロナウイルス感染を
予防しよう！

院内の感染対策

私たちができる感染対策

①外出するときは
マスク着用を忘れない。

②帰宅後はすぐ手洗い
（アルコール消毒）を
行う。

③自身の健康チェック
で異常を早めに察知
し、感染対策をする。
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