
2014年度医療団標語聖句 （マタイによる福音書25章40節より）
わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。
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No.126シャローム
ヘブライ語で「平和」「平安」を意味する言葉。日常の挨拶「こんにちは」や「さようなら」として用いられており、 
神さまの守りと恵みによってすべての人に訪れるシャロームを皆さんに、という願いで医療団発行紙は「シャローム」と名付けられています。

　1955年7月、日本バプテスト病院は米国南部バプ
テスト連盟外国伝道局の支援のもと、現在までの私
共の基本理念である全人医療の実践を担うクリス
チャンナースを育成するための医療機関として、ここ
北白川の地に設立されました。設立以降、地域の皆
様、日本バプテスト連盟の皆様など多くの方々のご助
力に支えられ、日本バプテスト看護専門学校、バプテ
スト老人保健施設、バプテスト眼科クリニック、バプテ
スト在宅ホスピス緩和ケアクリニック、バプテスト緩
和ケア訪問看護ステーションで構成される医療団とし
て活動させて頂いています。　

　私は本年7月に、山岡義生前理事長の後任として医
療団理事長に着任いたしました。病院開設60年の歴
史を振り返るとともに、基本理念である全人医療の具
現化へさらに努力したいと考えています。昨今の医
療・介護分野は全国的のみならず各地域においても難
問山積で、しかもなかなか解決のめどが立たないのが
実感です。しかし、私共はここまで育てて頂いたこの
地でさらに研鑚に励むとともに、全人医療に基づくよ
り良質な医療・介護環境を中心に、皆様方のご要望に
できる限りお応えしたいと思っています。今後とも皆
様方のご指導、ご支援を宜しくお願い申し上げます。

日本バプテスト病院開院60年を前にして
きた けんきち

日本バプテスト病院  理事長  北 堅吉



車いすとの出会い

　私がこの医療団のボ
ランティアとして福祉用
具、おもに車いすのお世
話をさせて頂くように
なってから四年以上にな
ります。
　私と車いすとの出会い
については、以前この医
療団で話す機会を設け
て頂いた時にお話した
のですが、それはある夏の暑い日に車いすに乗った
障がい者の青年と出会った事から始まります。道は
ごく緩い上り坂だったので彼は汗だくになって車いす
を漕いでいます。
　高齢とはいえ健常者の私とは違い、車いすは彼の
脚であり身体の一部です。この場面に感銘を受けた
私は後半人生の目標を車いすと共に生きる事に決め
ました。
　それから福祉用具専門相談員の資格を習得し、そ
の資格を生かせる職場を探している時にこの医療団
のボランティア募集に出会い、採用された訳です。
　現在は週に一日、六時間。午前中は病院の車いす、
午後は老健施設の車いすを巡回点検しています。
　これからもあの暑い夏の日に受けた感銘を忘れ
ず、車いすを利用される方々が安全で安心して乗って
戴くため、心を込めて点検整備をさせて頂きます。

vol.22   こんにちは、中央検査部です

バ プテスト  リレーコラム

福祉用具ボランティア  宮川 晃さん
みやがわ あきら

　日本バプテスト病院中央
検査部では、医師一名、臨
床検査技師十二名が所属し
ています。患者さん一人ひと
りに行き届いた医療のため
に、精度の高い検査データ
の提供につとめています。
　臨床検査には大きく分けて検体検査と生理検査の
二つがあります。検体検査では採取した血液や尿、便
などから、顕微鏡や自動分析装置を用いて、検査を実
施しています。また午前の外来診療時の採血も私たち
スタッフが行っています。検体採取の段階から検査技
師が携わることで、正確な検査結果を臨床現場に報告
できると考えます。生理検査では我々が患者様と直接
接して生体データを得る検査です。
　平成２５年１０月より中峯医師が当院の臨床検査医
として着任され、これまでの臨床検査室が中央検査部
となりました。さらに、院内のNST（栄養サポートチー
ム）やICT（感染制御チーム）に参加し、益々活動の場
が広がっています。
　この検査室で働いて一年半になりますが、先輩方か
らのアドバイスや患者様と接することで様々な経験や
技術を習得し、日々の業務に繋げています。なにかお
気付きの点や検査について疑問などありましたらお気
軽に声をかけてください。

中央検査部  遠藤 加奈子
えんどう か な こ

ボ ランティア さんからのメッセージ

産婦人科

亀井 沙織
かめい さ お り

9月より産婦人科で勤務させていただいて
おります、亀井と申します。日本バプテスト病院に初めて来させて

いただいたのは、2年目の初期研修の地域医療の一環で2週間ホスピ
ス・緩和ケア病棟でお世話になった時でした。優しいスタッフの方々に非
常に感銘を受けました。またご縁があってこちらで働かせて頂けることに
感謝しております。まだ慣れずにご迷惑ばかりおかけしておりますが、皆様
に温かく支えていただき、なんとか日々過ごさせていただいています。 
産婦人科医として全ての女性の味方でありたいと思っています。妊婦
さん、患者さんに優しく温かく寄り添い、安心していただけるよう
努めて参ります。どうぞ宜しくお願いいたします。

新任ドクター紹介

（2014年9月着任）



聖書の小道
第16回「隣人」

ルカによる福音書
10章37節より

　有名な善いサマリア人の話は「わたしの隣人とは誰か？」と問われたイエ
スが話されたものです。追いはぎに襲われた人をサマリア人が助けました。
ルカ10章30節からを開くと、登場人物三人の内二人は倒れている人に対
して「見ると道の向こう側を通って行」きましたが、サマリア人だけがその
人の「そばに来」ました。倒れている人に近づいた、そのことからサマリア人
はその人の必要とするものを差し出していきます。イエスの言われる「隣
人」とは「誰？」と問うことではなく、目の前の相手に対する一人一人の心と
行動に問われていることなのです。

　最初に鏡を用意してください。
（なければ窓でもよいです。）

今回は、効率的な立ち上がり方法を紹介します。

おなかと仙骨（背中の一番下の平たい骨）に手を当てて、仙骨が床に対し
て垂直になるようにまっすぐにします。つま先の上に膝があるようにし
ます。膝がつま先より前や後にいきすぎないように注意してください。

背中をまっすぐに保ったまま、つけ根を中心に体を前に傾けます。体と
すねが平行（赤線）になり、胸の下に足が位置するところまで傾けます。
前に傾けた時、おなかに力が入ってきます。

②から膝とつけ根を同時に伸ばすように立ち上がります。

②→③の時（おしりがうく時）に力が一番入ってきます。
この時に左図のようにズレやすいので、注意してください。

膝が内側に入らないようにしてください。膝はつま先の上に位置するように注意してください。

背中に力が入る感じがしたら、知らないうちに背中を反っていることがあります。
反対におなかに力が入っていない感じがすると、知らないうちに背中を丸めていることもあるので、気を付けてください。

身体全体を使った効率的な立ち上がりをすることで、膝や腰などの負担を軽減することができます。

歴史 HISTORY  バプテストの歩
み  第10回

（財）日本バプテスト連盟医療団の所有する敷地面積
は延べ11,000坪強でしたが、平地として利用可能な面
積は合計しても5分の1程度であり、しかも高低差があ
るため直ちに利用できるような状態ではありませんで
した。
　トム正木事務長の発案により、洗濯場解説工事に端
を発した敷地造成工事は看護学校建設用地のみなら
ず、さらに将来の利用を見越した「裏山の大規模掘削・
土地造成」へと発展しました。
　施工は洛北大原の中辻末蔵氏をリーダーとする若者

グループに委託して開始されましたが、出土した土は白
川砂交じりの真砂土で、そのまま敷いて整地に使える
ものであったため、運搬中の土を見た同業他社からも
声がかかり、分けてもらうための積み取りのダンプカー
が御蔭通りに列を成す状況となりました。
　この工事がきっかけとなり中辻グループはその後大
きく規模を拡大されましたが、親身になって協力してい
ただけなければ現在のような敷地の活用は有り得な
かっただろうと推察されます。

 牧師・チャプレン  宮川 裕美子
みやがわ　 ゆ み こ

丘陵掘削・土地造成工事（前篇）

健康・栄養  第10回
 理学療法士  瀬戸 雄海

せ と た け み

※ 注意点
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　そこでイエスは言われた。

「行って、あなたも　

　同じようにしなさい。」



日本バプテスト病院  http://www.jbh.or.jp/
バプテスト老人保健施設  http://www.jbh.or.jp/roken/
バプテスト眼科クリニック  http://www.eye-clinic.gr.jp/

バプテスト緩和ケア訪問看護ステーション  http://www.jbh.or.jp/sisetsu/houmonkango.html
バプテスト在宅ホスピス緩和ケアクリニック  http://www.jbh.or.jp/bhh/
日本バプテスト看護専門学校  http://www.jbsn-kyoto.com/
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この広報誌は日本バプテスト連盟医療団のはたらきを広くお知らせするために作成しております。
著作権、個人情報保護の観点から、流用・転載を固くお断りいたします。

「もう～いくつ寝るとお正月♪♪」…っていうの
には早すぎですかね(^ ；^) 
みなさん準備はできていますか？私は毎年、年

の瀬にバタバタしている気がするので今年こそはと今から
意気込んでいます。その為には体調管理も必要ですね。こ
れから寒さも一段と厳しくなってきますので身体には十分
に気を付けてください。

メガネ、コンタクトにかわる屈折矯正手術について
詳しくご説明いたします。

眼科クリニック
屈折矯正手術（LASIK）説明会お知らせお知らせ

医療団
12月 クリスマスコンサート催し物予告

イマヌエル基金のご案内

編 集
後 記

人間は「からだと、こころと、たましい」からなる全人格的な存在です。
当病院は、イエス・キリストの隣人愛に基づき、全職員がよいチームワークを保ち、専門的知識と技術を活かして、全人医療の業に専念します。

日本バプテスト病院の基本理念は全人医療です。

当医療団では、キリスト教精神に基づく全人医療充実のた
めの財源として、「イマヌエル基金」を設けています。寄附金
は、随時受け付けています。詳しくはおたずねください。

寄附の方法
寄附金は、直接、当医療団へお持ちいただくか、郵便振替で
の送金をお願いします。領収書は後日お送りいたします。
郵便振替
記号番号　00960-4-282133
加入者名　一般財団法人　日本バプテスト連盟医療団
お問い合わせ先
日本バプテスト連盟医療団 経理課
電話（075）702-5926

井村 壽男　　廣岡 正久　　中村 治一
奥出 兼一　　菅江 千鶴

献金・献品 感謝ご報告 （2014.7.1～8.30）敬称略

学生さんの長期休暇中のお手伝いも歓迎いたします。
時間・曜日・回数等については下記にご相談ください。

医療団

ボランティア募集お知らせ

募集しているボランティア活動
院内案内・受診付添・小児科外来・・・午前
病棟お手伝い・ピアノ調律・メイク
模擬患者（学校）、配茶・食後の片付け等（老人保健施設）
礼拝誘導（火・金 12：45～13：45のみ）

当医療団ではボランティアを募集しております。あなたも、
患者さんのためにボランティア活動をしてみませんか。

T E L
メール

ＦＡＸ
担 当

075-702-5927
volunteer@jbh.or.jp

075-701-9996
総務課 松屋・山本

出演：京都シティーフィル合唱団
日時：2014年12月20日（土）14：00～14：40
会場：イマヌエルホール（看護専門学校1階）

都合により、
変更・中止の場合が
あります。

ご了承ください。

ホームページからもお申し込みいただけます。

URL http://www.eye-clinic.gr.jp/

開催日時、場所については下記にお問い合わせください。

TEL 075-721-3800 
（受付時間 9：00～11：00、13：00～17：00）

年末年始の休診について 
12月28日（日）～1月4日（日）まで休診となります。 
上記期間中は、内科の救急外来は日中、夜間を通して
行います。小児科の救急外来は9時～17時の間行い
ます。




