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重要なお知らせ

Vol.3

令和元年 新しい虎の門病院誕生

■ 駅からのアクセス

紹介状のある方

予約がある方

＜お車でお越しの方＞
240台収容できる機械式駐車場が敷地内にございます。

＜タクシーをご利用の方＞
1階エントランスの車寄せに病院専用のタクシー
乗り場がございます。待ちタクシーがいない場合でも
呼び出すことができます。

※ 住所・電話番号どちらも変更はございません。
〒105-8470 東京都港区虎ノ門2丁目2番2号　TEL：03-3588-1111（代）

1. 地下鉄・銀座線「虎ノ門」駅③番出口より徒歩約6分
2. 地下鉄・千代田線、丸ノ内線、日比谷線「霞ケ関」駅より徒歩約8分
3. 地下鉄・南北線「溜池山王」駅⑨番出口より徒歩約8分

便利な「メール呼出」
サービスをご利用ください

※メール呼出のメールが受け取れない場合は、
　ご契約の携帯電話会社のショップでご確認ください。

診療時間が近づいたことをメールでお知らせします。
診療受付の際に発行される[患者案内票]のQRコードを読み込んで、
「メール呼出」サービスに登録します。

受診や検査の当日にQRコードを
読み込みます。

事前の準備

【患者案内票】

【患者案内票】 【患者案内票バーコード】 【到着確認機】

下記のドメイン名のメールが受け取れるよう、あらかじめ携帯電話やスマートフォンの設定変更をお願いします。

［ @toranomon.gr.jp ］

メールアドレス登録時の本文 登録完了通知メールの本文

こちらの機械で
保険証確認を行います。

※病院からのメールが受信できるよう
（迷惑メールに認識されないよう）設定してください。
※ご利用は登録した当日限りです。
　次回来院時には、再度登録が必要です。

（注） 機種によっては、文字入力を行わないと送信ボタンを
　　 押せない場合があります。その場合は、一文字入力してから
　　 送信ボタンを押してください。

携帯電話やスマートフォンで、患者案内票の
右中段にあるQRコードを読み取ります。

表示されたメールをそのまま送信してください。
（画像①参照）

　　

登録完了通知メールを受信したら、
登録完了です。（画像②参照）
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登録手順

新・

旧・虎の門病院

赤坂インターシティエア5F

やさしさで、つながっていく

※旧・虎の門病院の解体工事は2019年7月より実施予定

初診

再診

2階受付フロア

①番受付へ

【患者案内票】を
受け取り、
案内された診察階
へ移動

到着確認機で【患者案内票】
右上のバーコードをかざし
到着確認を行うと、
診察の順番待ちになります。

予約受診の際は2階受付フロア⑨番にある【再来受付】機横の機械
で保険証の確認をします。ただし保険証を2枚以上お持ちの方や
読み取れないものがあり
ますので、その際は受診
階（3・4・5階いずれかの
フロア）の共通外来受付
で確認させて頂きます。

診察は、3・4・5階のいずれかの診察室で行われます。
2階受付フロアの⑨番【再来受付】機で受け取った患者案内票に
記載のある行き先のフロアにて、到着確認機にバーコードをかざし、
到着確認を行います。

順番は、案内表示板で
確認頂けます。
【メール呼出】でのご案内も
行っています。

2階受付フロア

⑨番受付機へ

【患者案内票】を
受け取り、
記載のある階
へ移動

診療時には、到着確認が必要です 受診の際の保険証確認について

～診療受付について～

● 

● 

画像 ① 画像 ②

正面玄関
1階

＜病院開院時間について＞ 正面玄関開錠は7:30です。



患者さんの声にお答えします
虎の門病院の「新」を発見！

詳しくはウェブサイト「よくある質問」をご参照ください
https://www.toranomon.gr.jp/faq/

2階 ナチュラルローソン

9階 イートインスペース

新病院への素朴な疑問

新しくなった虎の門病院。今号では栄養部にスポットをあて、
日々の活動や新しい取り組みをご紹介します。
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初めて受診しますが、
どこに行けば
よいですか。
診察券を作成しますので、2階①
【初診・紹介】へお越し頂き発券機
にて整理券をお取りください。診
療申込書、来院理由用紙をご記載
後手続きとなります。

栄養部の業務は、栄養管理を行う部署です。大きく分けて「給食管理業務」と「栄養食事指導」に分類されま
す。給食管理業務は、献立作成→食材の選定→料理→盛付け→配膳の365日3食の給食提供業務です。栄養
食事指導は、生活習慣病や、腎臓病、肝臓病、がん、低栄養など食事療法が必要な方へ、実践しやすい栄養食
事管理を具体的に継続できるようお手伝いしています。

レストランやイートイン
スペースはありますか。
レストランはございませんので、2
階（コンビニ）と9階（屋上庭園入口）
のイートインスペースをご利用く
ださい。

コンビニエンスストアは
ありますか。また何時まで
営業していますか。
2階と9階にあります。2階は主に外
来患者さん用で20:00まで、9階は入
院患者さん用で24時間営業してい
ます。ただし、9階のコンビニエンス
ストアはセキュリティエリアとな
り、外来患者さんは利用できません。

初めて受診しますが、
予約は出来ますか。
出来ます。患者さんはほとんどの
診療科にて予約が出来ます。
ただし、虎の門病院宛てでない紹
介状、診療科の記載がない紹介状
の場合は、予約が出来ません。

診察券は持っていますが
予約なしで受診したい
場合は、どこへ行けば
よいですか。

採血・採尿のみでも
受付は必要ですか。

2階②【予約外】にお越し頂き発券
機にて整理券をお取りください。
来院理由用紙をご記載後手続きと
なります。

2階⑨再来受付機での受付
が必要です。ただし案内票
が出てこない場合は直接4
階43番採血・採尿で受付と
なります。

入院受付の
場所はどこですか。
2階㉑患者サポートセン
ターにて手続きを行いま
す。発券機にて内容に沿っ
てタッチパネルで選択し整
理券を取って頂きます。

受診のご案内 スペースのご案内

写真で見る虎の門病院の歴史
昭和33年～（1958～） 昭和58年～（1983～） 令和元年～（2019～）

昭和33年
病院開設許可　
診療科目：12科　
病 床 数：339床

昭和53年 
本院
東館、北館完成 
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予約外

ボランティア室

コンビニ 栄養部の紹介

栄養部の新しい取り組み

受付フロア
栄養部の主な業務はどんなことですか？

栄養部は管理栄養士、栄養士、調理師の有資格者と調理補助を含め、現在60名弱の職員が在籍しており、全
職種が互いに協力して業務にあたっています。

何名ぐらいのどんな役割のスタッフがいますか？

病院の食事は衛生的で安心・安全であることはもちろん、入院生活の楽しみになるように配慮し、食事を通し
て治療・療養のお手伝いができるよう、一人ひとりの病状に即した食事の提供を心がけています。

食中毒防止に重要な徹底した温度管理を行うニュークックチルの導入
により、最終加熱調理後２時間以内に、より安全で温かい食事の提供
が可能になりました。

日々どんなことを心がけて食事を提供していますか？

安心・安全なおいしい食事提供を目指して　

新しい調理方法 ニュークックチル
NEW
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家庭での食事を意識し食器は、強化
磁器を使用していましたが、ニュー
クックチルによる食事提時は、一部
再加熱専用食器を導入しました。

新しい食器
特別個室では、グランドメニューの選択
ができるようになりました。和食（鰻
重）・中華（海老チリ）・洋食（ほほ肉の
ビーフシチュー）をご用意しています。

新しいメニュー

ニュークックチルとは：安全で効率的に調理し、徹底した温度管理の
もと保管。盛付後専用カート（再加熱カート）内で再加熱し提供する食事

クックサーブとは：加熱等の調理後すぐに提供（衛生管理上加熱調理
後２時間以内の喫食）する食事

私たち虎の門病院は60年の歴史を重ねてきました。新病院開院を迎え、これからも医療の発展に貢献し続けます。

Q.

Q.

Q.

安全な食事の
提供

治療や検査を
円滑に行う

入院生活の
楽しみ

食中毒、誤嚥事故などを
起こさないように努める

病状や検査に応じた食事
を適切に提供し治療のサ
ポートに努める

見た目、おいしさなどで
入院生活の楽しみや安ら
ぎになるように努める

NEW
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NEW
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これまでの調理方法（クックサーブ）と新しい調理方法（ニュークックチル）の比較

75℃以上 75℃以上3℃以下 0～3℃

旧病院朝食

昭和33年竣工

病室

開院10周年を祝って

2階受付フロア 1階ピロティ

19階特別個室 9階屋上庭園

調理室

病棟

新病院朝食 和食（鰻重）
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75℃以上 65℃以上

徹底した温度管理

加熱調理後、
2時間以内の喫食 さらに温度の低下が予測

昭和58年
新館完成
病 床 数：909床

昭和60年 
本館改修完了

旧病院 当時の引っ越し風景

令和元年
新病院移転
病 床 数：819床

新病院


