梶原由美

再び、咲き誇るバラと
患者様の笑顔があふれる
病院を目指して
回心堂第二病院 看護部長

オリンピックイヤーとなる予定だった２０２０年。
『東京オリンピック』の開催に日本全体が盛り上がるは

政府から『緊急事態宣言』が発動され、イベントは

全て中止となり、外出自粛で経済は低迷しました。医

療現場におきましても、感染患者様への対応の難しさ

や、マスクや防護服などの医療資材不足など、さまざ

まな問題が生じ、医療崩壊が危惧されました。そのよ

うな状況の中、当院ではスタッフ一丸となり、様々な

工夫をしながら院内感染を防いでおります。また、感

染防止策の一環として、２月下旬より面会自粛のお願

しかし、そのことで入院患者様やご家族の皆様には

いをしています。

大変なご不安、ご心配をおかけすることになり、スタッ

フ一同、大変心苦しく感じております。その為、入院

患者様やご家族の皆様が、少しでもご安心して頂ける

ように、院内での患者様のご様子をタイムリーにご家

族の皆様へご連絡することにしました。入院患者様及

びご家族の皆様の心の安心へと繋がれば幸いです。

５月末をもって『緊急事態宣言』が解除されました

が、第二波・第三波も予測され、予断を許さない状況

です。こんな時こそ、我々医療現場の真価が問われる

スタッフの健康管理やモチベーション維持など改善

のではないでしょうか。

すべき問題は多々ありますが、今まで以上に緊張感を
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〒1910013
東京都日野市大字宮248
TEL 0425845119

グレイス病院

〒1910024
東京都日野市万願寺2343
TEL 0425840099

回心堂 第二病院

〒1510072
東京都渋谷区幡ヶ谷21412
TEL 0333775141

回心堂病院

〒1680073
東京都杉並区下高井戸462
TEL 0333027331

持ち、スタッフ一丸となって【新型コロナウイルス】

と闘っていきたいと思います。

最後に、例年この時期には、満開に咲き誇るバラの

どんな状況であっても

庭園を仲良くお散歩されている患者様とそのご家族の

姿を見ることができました。

を常に念頭におき、

患者様の気持ちに寄り添うこと

一医療従事者として今後も感染症予防に全力で取り組

んでいきたいと思います。そして、再びこの庭園に皆

様の笑顔が戻って来る事を切に願っております。

■

編集発行

医療法人社団

回 心 会／青 秀 会
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ずでした。しかし、状況は一転し、年初から【新型コ

新館屋上庭園の様子

ロナウイルス】との闘いが始まりました。

回心堂第二病院
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ロイヤル病院ニュース

想いを込めたメッセージカード
ロイヤル病院では、 新型コロナ
ウイルスによる院内感染防止の観
点から、２０２０年３月７日より、
原則ご面会を中止とさせて頂いて
おります。
その為、 ご面会の出来ない日々
をお過ごしになられているご家族
のご心配・ご不安なお気持ちが少
しでも和らぐ様、 患者様のご様子
を記したメッセージを、 病棟看護
師・介護士より院内の装飾（４月
五月人形） の様子と共

：

桜、 ５月

お祈り申し上げます。

となる日を病院職員一同、 心より

ルスが終息し、 再びご面会が可能

今は１日も早く新型コロナウイ

おります。

にご家族へ向けて送らせて頂いて

：

第 58号

回心堂病院ニュース

ご家族への写真
回心堂病院では、新型コロナウイ
ルス感染対策の観点から面会禁止の
ご協力を頂いているご家族へ、患者
様の直近のご様子を写真にてお届け
しております。通常であれば春の穏
やかな気候の中でゆっくりとご面会
を頂いておりますが、このような状
況下でご家族の皆様には日々ご心配
をお掛けしております。そこで、病
棟スタッフが撮影用の装飾を作成し
少しでも楽しい雰囲気になるよう工
夫を凝らした写真撮影を行なってお
ります。感染対策の観点から、患者
様にお集まり頂いてのレクリエーショ
ンは当面自粛の予定となっておりま
す。そのような中でも、患者様に楽
しいひと時をお過
ごし頂き、ご家族
へお伝えできるよ
う今後も取り組ん
で参ります。

回心堂第二病院ニュース

メッセージカード

回心堂第二
病院では、５
月に母の日、
６月に父の日
のレクリエー
ションを行い
ました。例年、
イベントの際
にはご家族に
も参加頂いておりますが、新型コロ
ナウイルスの影響による面会制限が
あり、ご家族の参加が出来なくなる
ことがありました。今年は患者様に
向けてのメッセージをご家族からお
預かりさせて頂き、また、職員から
のメッセージも患者様へお渡しをさ
せて頂きました。状況は落ち着いて
きましたが、まだまだ不安が残る日々
となります。今後も患者様・ご家族
にとって安心した生活が送って頂け
る様、業務に努めて参ります。

新体制

グレイス病院ニュース

小児科

この度、

常勤小児科

医・村田宗

紀先生をお

迎えし診療

日を拡大、

新体制の運

びとなりま

した。

診療内容

につきまし

ては小児内科一般 （熱や咳） やア

レルギー疾患診療、 もちろん予防

接種・乳児健診も承りますのでお

気軽にご相談ください。

引き続き、 地域のお子さんやご

両親の方々

の安心・安

全に貢献し、

笑顔になれ

る「こども診

療」を小児

科専門医・

スタッフ一

同目指して

参ります。
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レクリエーション
ロイヤル病院

立派な兜と五月人形です！

病棟にも初夏のお花が咲いています！

今年も素敵なロイヤルガーデンですね！

回心堂病院

季節に合わせた装飾を♪

回心堂第二病院

母の日

院内が明るくなるよう工夫しております

少しでも患者様にお楽しみを♪

五月人形を飾りました

母の日レクリエーション

グレイス病院

皆で合唱
端午の節句レクリエーション

病棟の飾りつけ

季 節 を感 じるメニュー

/

ｇ
４ｇ
１ｇ
２ｇ
ｇ

【付け合せ】
・おろし生姜
・プチトマト
・ブロッコリー

おろしハンバーグ
● 材料（１人分）

【Ａ】
・豚ひき肉
ｇ
・鶏ひき肉
ｇ
・玉ねぎ（みじん切り） ｇ
・木綿豆腐（水切り） ｇ
・卵
１ ４個
・パン粉
５ｇ
・おろし生姜
少々
・おろしにんにく
少々
・塩
少々
・こしょう
少々
【Ｂ】
・大根（おろす）
・醤油
・砂糖
・酢
・レモン果汁
少々
適量
適量

こんにちは
▼ロイヤル病院
５階病棟 介護副主任 太 田 和 宏

▼回心堂第二病院
本館二階病棟 介護副主任

中 田 久 美

私は以前から看護・介護に興
味がありましたが、他の職に就い
ておりました。看護・介護の仕事
を諦めきれずにいたところ、回心
堂第二病院とのご縁があり、現在に至っており
ます。興味があった仕事でしたが、右も左もわ
からない 歳だった私をご指導頂いた諸先輩方
には感謝の言葉しかありません。現在は入職し
て十年余りが経ち、その中で学んだこと、考え
させられたこと、辛かったこと、嬉しかったこ
となど全てが私の財産になったように思います。
今、副主任という立場でアットホームな職場
を目指して業務をしております。患者様には、
私の手で温かい気持ちになり、安心して頂ける
優しい「介護」を目指し、患者様に寄り添って
いけるよう努力を惜しむことなく邁進し、病院
の発展に貢献して参ります。

▼グレイス病院

村 田 宗 紀

【病院理念】

【目標】

自分や自分の家族を安心して預けられる
病院を目指します。

一、和（チームワーク）をもって患者様及
びそのご家族のために尽くします。
二、医療や看護・介護サービスの質の向上
のために学びます。
三、安心できる医療・看護・介護サービス
を地域の方々へ提供致します。

【患者権利憲章】

に安心して療養して頂ける環境をお届

小児科医

皆様にもご協力を賜りながら、患者様

ロイヤル病院に入職し
７年が経ちました。入職
当時は介護の知識や技術
もなく、覚えることが多
く、続けていけるかどうか不安だった
ことを今でも覚えています。それでも
今日まで仕事を続けてこられたのは、
病院のスタッフの皆様の協力や支えが
あったからだと今でも感謝しています。
昨年末に介護副主任となり、これか
らはスタッフを支えていく立場でもあ
ります。責任者として、まだまだ不慣
れではありますが、少しでもスタッフ
の力になれるよう、そして患者様が安
心して過ごして頂けるよう、まずは自
分に出来ることから実践し日々努力し
ていきたいと思います。

に努めて参ります。引き続きご家族の

（公 平 ・ 平 等 ・ 安 全 ）
一、患者様は、良質かつ適切でＱＯＬと生
活背景に配慮がなされた、安全な医療を
継続して公平に受ける権利があります。
（選 択 ）
二、患者様は、どのような医療を受けるか
を自由に選択する権利があります。
（説 明 ）
三、患者様は、病状やその見通しについて、
理解しやすい言葉や方法で、納得できる
までの詳しい説明と、情報および健康に
関する教育を受ける権利があります。
（情 報 開 示 ）
四、患者様は、病状･診療内容等、診療記録
の開示を求める権利があります。
（プ ラ イ バ シ ー ）
五、患者様は、診療・療養の過程において
得られた情報の秘密が守られ、プライバ
シーを保護される権利があります。

の取り組みを今後も継続し、感染防止

▼回心堂病院

会・青秀会は患者様の安全確保のため

放射線科 中 庭 昌 司

■ 専門医・認定医
・日本小児科学会認定
小児科専門医／指導医
・日本アレルギー学会認定
アレルギー専門医

・小児一般／アレルギー

■ 専門分野

の解除が発表され、状況の好転が

● 作り方

①Ａの材料を入れて粘り気がでるまでよく混ぜる。
②①を叩きながら空気を抜き、楕円形にまとめ、真ん
中をくぼませる。
③フライパンに油（分量外）を引き、②を両面軽く焦
げ目がつくまで焼く。
水
を加え、蓋をして蒸し焼きにする。
④竹串などを刺して肉汁が透明になっていれば、蓋を
はずして水分を飛ばす。
⑤Ｂを混ぜ、味を調える。
⑥ハンバーグを皿に盛り、⑤とおろし生姜少量を上に
のせる。
⑦お好みでプチトマト、ブロッコリーを添える。

☆夏に食べたい野菜
～生姜～

見られております。しかしながら回心

23

この度、グレイス病院小児科に常勤医として
着任することとなりました村田宗紀と申します。
私は、これまで神奈川県を中心に小児科一般
疾患及び、アレルギー疾患の診療を行って参り
ました。アレルギー疾患をもつお子さんが増加
している昨今、これまでの経験を活かし、お子
さんやご両親の抱える不安を解消し、ご家族の
生活の質を改善して参ります。もちろんアレル
ギー以外にも普段の健診・予防接種、体調不良
やちょっとした不安などお気軽にご相談くださ
い。

け致します。

抗酸化作用のあるショウガオール、強い殺菌作用の
ある辛み成分ジンゲロンが含まれています。ジンゲロ
ンには体を温め、血行を改善する効果もあります。
また、料理では肉や魚の臭みとりや、肉をやわらか
くする作用があります。

～にんにく～

回心堂病院に入職し
て 年になります。療養
型病院に長く勤めていて、
療養型病院の役割の変化
からかご病状の重い患者様の割合が増
えてきていると感じています。昔は会
話の出来る方や自立歩行できる方も何
人かおられましたが現在ではなかなか
難しく、レントゲンの撮影にもそれは
顕著に表れます。残念ながら採血にし
てもレントゲンにしても「検査」はそ
れなりの苦痛や痛みを伴いますが、患
者様のご負担を最大限減らせるよう日々
精進しています。
1
8
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にんにくのにおいのもとアリシンには疲労回復や滋
養強壮効果があります。
アリシンは細胞を壊すことで発生する為、すりおろ
す・刻む等して食べると効果的です。また加熱により
スコルジニンに変化し、血圧、コレステロールを抑え
る作用もあります。
（回心堂病院 栄養科）

感染防止の為の緊急事態宣言

編集
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