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富士山が世界文化遺産に登録されました富士山が世界文化遺産に登録されました

院長 飛澤 彰

日本国民が長い間念願して来た、日本の象徴である富士山が、今年の 6 月 22 日に、世界文化遺産と

して登録されました。登録認定の理由は「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」です。日本の最高峰であ

り、山容の美しさによって、富士山を御神体と崇める信仰が今日まで続いていること、更に、富士山を

題材とした音楽、絵画、写真、文学などが多様に創作されている事などから、富士山の芸術的価値が認

定されたものと思います。

私は、富士山の世界文化遺産登録を喜ぶ者の一人ですが、富士山と当院との関連を思いますと神山復生

病院の創立者であり初代院長となったテストウィド師（パリ外国宣教会）は、現在の神奈川県、山梨県、

静岡県などの地域での伝道行脚において、多くの病める人、悲しむ人に

出会っておられたはずですが、ハンセン病を病み、社会から疎外されて

いた病者の憩いの場としての病院を御殿場に造られたのはなぜでしょうか。

テストウィド師は御殿場から見る富士山の雄大にして偉容な美しさに魅かれ、

心身を共に病む人にとって、苦難の日常の生活の中で、神山からの富士山を

いつでも身近に見られる事が、病者の心の支え、励ましになり、希望を生み

出す力になると確信されたのではないかと思います。世界文化遺産として

登録された富士山をめぐってこの地域がいろいろな変化が起ることが予想

されますが、私達は時流に流されず、先人の思いを大切にして、地域の

病院として粛々として日々の業務を遂行して行きたいと思います。

《 理 念 》

神山復生病院は キリストの愛に基づいて 病める人も健やかな人も 神によって創られた人間として

喜びも苦しみも共にしながら 一人ひとりの命を大切にし 希望をもって医療と福祉に献身します

《 基本方針 》

１ 患者様本位の医療

患者様ひとりひとりの生活を重視したサービス、また、御殿場市神山地区の病院として、地域のニー

ズに応えるサービスを提供します。

２ 職員の人材育成

優れた人材を育成するため教育・研修を充実します。

３ 経営の安定化

職員の生活の基盤として、病院の経営状態を安定化します。

2012.1.19 撮影ゴルフ場から

2012.8.20 撮影ありがた山から
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外来 真田久美子 栄養課 伊藤陽子

「元気に長生き健康教室「元気に長生き健康教室～自立した生活を少しでも長く送るために～自立した生活を少しでも長く送るために～～」」

昨年の厚生労働省の発表で、静岡県は平成 22 年の調査におい

て健康長寿日本一に輝きました。これからは単に長寿を目指すの

ではなく、少しでも長く住み慣れた場所で元気に自分らしく過ご

せる、健康長寿を目指す時代です。

そこで今年度、神山地区のご協力を頂き「元気に長生き健康教

室～自立した生活を少しでも長く送るために～」と題した健康教

室を 3 回に渡って開催することになりました。

5 月 25 日に行われた第 1 回は「自分の健康・栄養状態を知ろう」

というテーマで、ご自分の栄養状態を簡単な方法で評価し、いつ

までも元気に過ごすための食事と体重の管理について学びました。

最初に参加者の自己紹介を兼ねて行ったゲーム“じゃんけんミ

リオネア”では、少しでも多くの賞金を稼ごうとじゃんけんの相

手を探して会場を動き回り、にぎやかに楽しく参加者同士が交流

しました。

その後、ネスレヘルスカンパニーの山本様より高齢者の栄養状態

を簡単に評価できる「MNA-SF」について、クリニコの傍島様よ

り高齢者の低栄養予防のためのポイントについてお話しいただき

ました。

会場を提供して下さった

神山区長様よりご挨拶

講師・担当者の紹介

先ずは全員でゲームでリラックス

誤飲防止などのためのとろみ材で

お茶にとろみをつけてみます。

お味はいかがでしょうか？

両社からは、少量で栄養が摂れるプリンとジュースの栄養補助食品

をご用意いただきました。栄養補助食品を初めて口にする参加者も多

かったのですが、思っていた以上のおいしさに皆さん驚き、栄養補助

食品のイメージが一新したことと思います。健康管理の基本はきちん

と食事をとることですが、急な病気や様々なトラブルから食事が摂れ

なかったり不足するときには、早期に回復するための選択肢の一つと

して栄養補助食品に頼ることを考える必要がでてきます。

高齢者が健康を維持するためには、日ごろから健康と栄養に気を配る

ことはもちろんのこと、日常生活の中で高齢者特有の気を付けるポイ

ントがいくつかあります。

8 月と 11 月に行われる健康教室でもそれらのポイントをわかりや

すく、楽しくご紹介していきますので、多くの方の参加をお待ちして

います！

＊神山地区には、それぞれの開催時期に案内を回覧いたします。

第 3333回 「認知症とうつと栄養の関係」

平成 25 年 11 月 30 日（土）

13:00～15:00 神山区公民館

第 2222回 「寝たきりにならないために」

平成 25 年 8 月 31 日（土）

13:00～15:00 神山区公民館



＜ホスピス病棟＞

ホスピス病棟は、積極的治療が困難な悪性腫瘍と診断され、余命が６ヶ月未満と予想される患者様を入院

対象とさせて頂いています。

また、患者様本人が、病名と病状を理解されており、ホスピス病棟への入院を希望している事が必要になり

ます。ただし、認知症や脳に病変が及んでいて、患者様本人が、ご自分の事を理解できる状態にない場合は、

この限りではありません。

なお、長期予後が予想される場合でも病状コントロール目的の短期入院は、お受けしていますのでご相談下

さい。

ホスピス病棟では、患者様のお身体や心の痛みを緩和する事に力を入れています。患者様が、ご家族と充分

な時間をお過ごし頂く為に、全て個室にしています。ご家族がお泊りになる設備があり、最後までその方ら

しく過ごせるようなお手伝いをしています。

個室（トイレ付） １８床 ： 差額室料無し

バス・トイレ付個室 ２床 ： 8,400 円／日

＜療養病棟＞

療養病棟とは、病状は安定しているものの、ご自宅へ戻るには不安が残る慢性期の患者様に対し、自宅復

帰を目的とした入院生活を送って頂く為の病棟です。

内容は比較的安定した病状に対する医療で、診察・投薬・処置などを行います。また、歩行・食事・入浴・

排泄・更衣・体位変換などの日常生活動作訓練を行います。

入院期間は本病棟の目的を踏まえて、４人部屋で６ヶ月、２人部屋で６ヶ月、個室で１年とさせて頂いてい

ます。

なお、ご自宅へお帰りになる事が困難と見込まれた場合は、病状に合った病院や施設をご紹介致しておりま

す。

４人部屋 ２床 ： 差額室料無し

２人部屋 ２床 ： 2,100 円／日

個室 １１床 ： 5,250 円／日

お聞きになりたいことやご相談がありましたら、お気軽にお電話下さい。

神山復生病院 0550-87-0004 医療相談希望と伝えて下さい。

かき氷．．．頭が痛くなるから苦手という方、たくさんいると思います。私もそんな

１人

でしたが、初めてかき氷なのに頭も痛くないしおいしいっ！！と思ったのが、京都

祇園

にあるカフェ「ＮＩＴＩ」さんの天然氷を使ったかき氷です。栃木県日光市で、四

代目

徳次郎さんの作った天然氷を取り寄せ、ていねいに削られたフワフワの氷の山に、

季節

今回のおすすめ

ホスピス病棟・療養病棟のご案内ホスピス病棟・療養病棟のご案内

医療ソーシャルワーカー 和田 昌子

（和田） （服部）



□ 特定健診・大腸がん検診を行っています。受付・外来までご相談下さい。

お知らせ：第３、５土曜日の皮膚科外来は休診となります。（８月は第３、４土曜日が休診となります。）

７／２０・８／１７・８／２４・９／２１は休診となります。

□都合等により、休診や代診の場合があります。お電話でお問い合わせのうえご来院下さい。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

午 前

内科（平田）

内科（林） 内科（平田） 内科（林）

内科（江藤）

心療内科
（飛澤）
（予約制）

内科（飛澤）

休 診

循環器科（関口）
（第３週） 皮膚科

（最終面、皮膚科外来予定

表をご覧下さい)心療内科（飛澤）
（予約制）

午 後
循環器科（関口）

（第３週）
14:00～15:30

休 診 休 診
緩和ケア外来

（平田）
（予約制）

休 診 休 診

太田 有史 医師

診察開始 ９:００ 診察日 ７／６ ・ ８／３ ・ ９／７

本田 まりこ 医師

診察開始 ９:００ 診察日 ７／１３ ・ ８／１０ ・ ９／１４

石地 尚興 医師

診察開始 ９:００ 診察日 ７／２７ ・ ８／３１ ・ ９／２８

今年もグリーンカーテンの季節がやってきました。初めは夏の節電のつもりで始めたグリーンカー

テンでしたが、自分で水をあげ、肥料をあげ、伸びすぎたツルを切ってあげたりして毎日成長して

いくのを見ているうちにすっかりその作業が楽しくなり、また今年もチャレンジすることにしまし

た。今回はゴーヤに代わって朝顔にしたので、きれいな花が咲くように今からはりきっている私で

す。では次号もお楽しみに

編集

後記

ま

外来担当表

皮膚科外来予定表(７・８・９月)

連絡先：0550-87-0004担当：森田

 
ホスピス・療養に興味のある看護師さんホスピス・療養に興味のある看護師さん

見学も出来ますので見学も出来ますので,,ご連絡下さいご連絡下さい。。

瀬戸志津香（ホスピス 看護補助）

初めての仕事でまだまだ慣れない

ことが多いですが、よろしくお願い

します！

新しい仲間の紹介「宜しくお願いします新しい仲間の紹介「宜しくお願いします♪♪」」

齋藤 美久（ホスピス 看護補助）

介護をやってきた経験を生かして

患者様に安心して頂けるような助

手を目指していきたいです。

杉浦 弥頼（療養 看護師）

5 月 1 日から療養病棟に配属になり

ました。杉浦弥頼(すぎうらみらい)で
す。これから宜しくお願いします。

加藤 健児（療養 看護補助）

初心を忘れずに、患者様やスタッフ

に信頼される職員になれるよう頑

張っていきます。

勝亦 龍児（事務部）

事務部の勝亦龍児です。皆さんのお

陰でだいぶ慣れました。今後も宜し

くお願い致します。


