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         循環器病センター５つの運営指標 
 ○ 良質で模範的な医療の提供を目指します。 

 ○ 温かさ・思いやりの心で県民の皆様がいつでも安心して受診できる施設を目指します。 

 ○ 常に高度で先進的な医療を提供するため、職員一人ひとりが技術研鑽に努めます。 

 ○ 近隣の病院・診療所と密接な連携をはかり、地域全体の医療の向上を目指します。 

 ○ 透明性の有る医療を目指し、インフォームドコンセント（十分な説明・同意）に努めます。 

第８号 ２００９年９月 

１ 

 病院ボランティアは、センターを気持

ちよく利用していただくため、患者サ

ポート部門・環境整備部門･センター内行

事部門に分かれて、センター職員と協力

し、無償で自発的にサービスを提供する

活動を行っています。医療専門職でなく

ても患者さんのために出来ることがあり

ます。正面玄関の花壇、中庭もボラン

ティアがお手入れをしています。皆さん

どうぞご鑑賞ください。 

ボランティアスタッフ一同 

病院ボランティア 

循環器病センターでは、入院中

の患者さん・外来受診患者さんが安心

して診療を受けられるよう、患者さん

を支援するボランティア活動が行われ

ています。受診に関して困っている

事・分らない事などお気軽に声をかけ

てください。ボランティアは緑のエプ

ロンが目印です、皆さんからの声かけ

をお待ちしています。 

病院ボランティア？ ごぞんじですか？  

外来受診での
待ち時間を持

て余し

ていませんか
？そんな時は

鶴舞

ハート文庫をご
利用下さい。１

階A-

1診察受付の隣
りにございます

。入

院患者さんもご
利用下さい。 

～鶴舞ハート
文庫はじめま

した！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院ボランティア １ 

ボランティア インタビュー ２ 

病院のなぜなぜ 

ご参加ありがとうございました 

ギャラリー二つ返事 

予約患者さんへのお知らせ 
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目  次 

ガンマナイフ治療5000例記念 

インタビュー 永野医長 

  砂利敷きの駐車場脇の

小さなひまわり畑をご覧に

なっていただけましたか？

プレハブ跡地を職員が開墾

し、８種類のひまわりの種を

植えました。よく見かける黄

色のほか、赤やオレンジ色

の花が咲きました。タネはご

自由にお持ちください。（お

辞儀した花が採り時です) 

次はどんな植物が顔を出す

のかお楽しみに♪ 
ボランティアがお手入れをしている花壇 

～花時計～ 

現在センター職員と病院ボランティア

で花時計を作っています。中心のマー

クは何に見え

ますか？完成

まで今しばら

くお待ちくだ

さい！ 

 



 

 

 ２ 

患者サポート部門 山口さん 

外来患者さんの受診をお手伝いさ

せていただいています。押し付け

ではないボランティア、患者さん

に必要とされるボランティアを目

指しています。お気軽にお声をか

けてください。 

出来る事からでいいんです！ 

あなたも一緒に始めませんか？ 

 私たちが身近な安心をお届けします。緑のエプロンを探してね！！ 

インタビューを終えて・・・。 

「ボランティアを行うことで、元気になれる！」とボランティアの皆さん。爽やかな

風に心を洗われた気がしました。センター正面入り口やガンマ棟の中庭では綺麗な花

壇を見ることが出来ます、和んでみてはいかがですか～？ 

患者サポート部門 永野さん 

外来患者さんの受診のお手伝いをさ

せていただいています。少しずつで

すが、ボランティアが患者さんの間

で知っていただけるようになってき

たと感じています。 

環境整備部門 山内さん 

センターの花壇をお手入れさせてい

ただいています。直接患者さんに関る

事は少ないのですが、見かけましたら

お声をかけてください。 

患者サポート部門 志村さん 

当センター看護師としても勤務経験がありますので、今後は入院患者さんとも関わる活

動をしていきたいと考えています。活動を通して、私自身も元気を頂いております。 

ボランティアに参加することによって患者さんと同じ目線で物事が見れる、自分自身の

視点が広がった事を感じています。 

環境整備部門 黒須さん 

ガンマ棟の中庭を担当させていた

だいています。患者さんから「中

庭の花壇が綺麗ですね」とおっ

しゃっていただいているとスタッフ

を通じて知りました。ありがとうご

ざいます。 

患者サポート部門 北さん 

入院患者さんのお散歩などをお手伝

いさせていただいています。 

患者さんが日頃、何を思っているの

かを聞いていきたいという想いでボ

ランティアを行っています。 

患者サポート部門 柴山さん 

病棟で入院患者さんとそのご家族を対象に

ビーズ教室を行っております。 

ボランティア募集中！！ ～あなたの優しい心で患者さんをサポートしてみませんか？～ 

 月曜日から金曜日までの午前８時半～午後５時までの間で都合の良い時間に活動をしていただいていま

す。参加していただいているボランティアの皆さんの安全をお守りするため、ボランティア保険に加入して

いただいています。１５歳以上の方で興味のある方･参加希望の方、事務局の佐々木まで、お気軽にお問い

合わせ下さい。詳しい資料は、センター１階総合案内に置いてあるほか、HPからもご覧いただけます。 
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～みなさまのご参加ありがとうございました～ 

★市民公開講座 ６月１３日（土）★ 

今回は不整脈の一種である「心房細動」と循環器の薬の飲み方につ

いて講演をしました。動画で紹介される不整脈が起きるメカニズム

や、循環器の薬（特にワーファリン）の飲み方の注意に会場からは

驚きの声があがりました。 

※次回の市民公開講座は、平成２２年１月１６日（土）に、脳卒中

をテーマに開催予定です。(申し込み受付は１２月中旬を予定） 

ギャラリー 二つ返事 
  ９月 押し花サークル花物語（押し花） 

 １０月 鶴舞楽写クラブ（写真展） 

 １１月 堀 眞澄（織物） 

   ２階のギャラリーでは毎月様々

な展示を行っております。ぜひお立

ち寄りください。 

          

          

             

            停電が起きると・・ 
         患者さんの情報がはいった電子カ

ルテや、検査に必要なMRIやCT、手術に必要な麻酔器

などが停電で使えなくなってしまうと診療に深刻な影

響を与えます。また、人工呼吸器などの生命維持装置

が止まってしまうと患者さんの生死に係わります。そ

こで、病院では、特に停電対策に力をいれています。 

センターの停電対策 
 当センターは東京電力から

送られる２つの電気回線を

持っています。これは落雷な

どで１つの回線が途絶えて

も、別の回線で電気を受電す

るためです。 

 では、２つとも途絶えてしまった

ら！センターでは、これに備えて、灯

油で動くことができる自家発電装置を

設置しています。２本の回線が駄目に

なると自動で自家発電に切り替わり、

回線が復旧するまでの間働いてくれま

す。また、回線⇔自家発電の切り替え

時に起きてしまう30秒の停電状態に対

しては、無停電装置 (UPS＝バッテリーのようなも

の)を使用してほんのわずかの停電も防いでいます。

また、停電になると深刻な影響がある手術室・ICU・ 

 

 

 

 

 

CCU・SCUなどには優先的に供給できるように、回線を

作っています。 

あわや大惨事！ 
 自家発電のトラブルで停電時に電気を供給できない

という事態が平成14年に起きました。この際には、本

来少ししか使用することを想定していなかったUPSを

５５分も使用し、何とか大惨事を免れました。当時を

知る、制御室（センターの電気・空調などを管理して

いる部門）の内田所長は「照明がだんだん暗くなり、

薄暗い中で必死に復旧作業をした。本当に真っ青に

なった。」と語っています。このような事態を避ける

ため、 年に１回の電気設備法定点検や、毎月自家発

電の試運転を行い万全に備えています。近年局地的な

ゲリラ豪雨が起きていますが、今日も、当センターの

地下では制御室のスタッフが患者さんの安全を守って

います！ 

病院のなぜなぜ 

 ８月から、受付開始時間よりも早く来られた方に

は、来院順に椅子に座っていただくこととなりまし

た。８時３０分になりましたら、その順番で受付をし

ていただくことになります。 

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

予約患者さんへのお知らせ 
～予約患者受付機の受付順番について～ 

自家発電装置 

U P S 

制御室スタッフ 

内田所長 



 

 

 ４ 

５０００例の重み 
 センターとして5000例を積み上げ

てきたということはとてもすばらし

いことだと思います。このうち私が直接治療した

患者さんは500例ほどですが、この記念に立ち会え

ることが出来て本当にうれしく思います。5000例

の実績の重みを感じ、さらに良い治療をしていき

たいと考えています。 

ガンマナイフとの出会い 
 ６年前に当センターに勤務した際に、前任の芹

澤先生からガンマナイフ治療のことを教えていた

だきました。病状によっては手術よりも高い治療

効果が期待できることや、合併症が少ないという

ことに興味を覚えました。 
チーム医療 
 ガンマナイフはチーム医療です。医師・放射線

技師・看護師・医療事務が一緒になって患者さん

に関わります。安心して患者さんが入院・治療で

きるように丁寧な対応をしています。また、連日

スタッフミーティングを開き､スタッフ間のコミュ

ニケーションが円滑にいくように心がけています｡ 

ガンマナイフ治療の難しさ 
 脳腫瘍の患者さんでは残念ながら再発すること

が時にあります。脳は何回でも照射できるわけで

はなく限度がありますので、その際にはガンマナ

イフ治療を再度行うか慎重に検討します。再発時

には放射線治療が無効だったのではないか、手術

が必要なのではないか、また再度ガンマナイフ治

療を実施して効果があるのかなど、治療選択の判

断が難しいことがあります。 

中庭から元気をあげたい！ 
 以前に患者さんが「芽を出し、大きくなって花

を咲かす植物を見ているとその生命力に驚かされ

ます。その姿を見ると私もがんばろうと前向きな

気持ちになります。」と私に話してくれたのがきっ

かけで、中庭に花を植えようと思いました。この

患者さんのように、庭を見て少しでも治療に前向

きに、そして心が和んでいただけるようにと考え

ています。今では診療部のスタッフや、病院ボラ

ンティアさんが一緒になって庭作りをしてくれて

とてもうれしく思います。 

 

ガンマナイフ診療部 永野 修 医長  

こんなところで診療します・・ 

ゆったりとした音楽が流れ

ています。 

①診療室・待合【売店奥】  
②受付窓口 

ボランティアさんからいた

だいたヤツガシラの水鉢が

患者さんを出迎えます。 

③診療室内 

患者さんやご家族の不安を取

り除くため、丁寧に治療の説

明を行います。 

④中待合 

治療前後にゆっくり休んでい

ただくため、患者さんとご家

族の個室があります。 

 ガンマナイフは頭部専用の放射線治療機器です。脳腫

瘍や三叉神経痛などの患者さんを治療しています。病気

が存在する部分だけに放射線を集中してあてる仕組みの

ため、健康な部分を傷つけにくい安全な治療です。当セ

ンターでは２泊３日で治療を行いますので、体への負担

も少なく、全身麻酔の手術が難しい方や高齢者でも治療

ができます。 

ガンマナイフ治療とは？ 

全国で８番目に達成！ 

ガンマナイフ診療部スタッフ 

ガンマナイフ装置・照射 

患者さんが安心し

て治療を受けられ

るように、竹林の

壁紙を使用してい

ます。 


