
１・地域医療に貢献し、すべてのサービスに誇りと責任を持ち愛される病院になります。
２・医療人としてよりよい医療や看護が提供できるよう自己研鑽します。
３・安心した療養生活ができるように心の通った介護をいたします。
４・健全経営を確立し、常に個人と組織が向上する環境を保ちます。
５・病院組織をあげて医療の安全確保や感染対策に最善を尽くします。

よき医療とやすらぎの環境
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美山病院の基本方針

メダカのいる暮らし
緩和ケア 及川 司

この春から緩和ケア病棟のロビーに水槽が置かれ、20 尾ほどのメダカが泳いでいます。少しでも患者さんの

癒しになればと設置したものですが、何のことはない、今は一番私が癒されています。実は、3 年ほど前から私

はベランダでメダカを飼育しており、水槽のメダカたちは私が卵を病院に持ってきて孵化させ成長させたもので

す。今はこの子たちが産んだ卵からの孫メダカも一緒に泳いでいます。

私が子供の頃、メダカなんかはその辺の小川に泳いでいて珍しくもない雑魚だったのですが、近頃は全く見な

くなりました。しかし、野生種（クロメダカ）は消えてしまったものの、日本では飼育魚として改良され、白、

黒、赤、黄、青、金、銀、さらにはラメ色など、品種はなんと５００種を超えています。クロメダカからの突然

変異種を固定して、これだけの色彩メダカを作ったのですから本当にびっくりです。

私が飼育しているメダカたちはたまたま販売店で見つけた野生種と、事務の千田さんにお願いして通販で買っ

てもらった（私は通販のやり方がわかりません）だいだい色の「楊貴妃」、銀色の「幹之（みゆき）」という基本

的な品種です。緩和ケア病棟の水槽にいるメダカもこの３種が混在して泳いでいます。朝、ベランダに出て３０

分ほどメダカの世話やプランターに水をやるのが私の日課となっています。ただ、ベランダなど屋外で飼育する

メダカは冬季には冬眠状態となり、動かず、餌もとらずに春を待ちます。今年も私は水温が下がりすぎないよう

にと水槽の周りに木枠を組み、ビニールや発砲スチロール板を打ち付け覆いを作ってあげました。

メダカの飼育の良い所は育てやすい事です。屋内、屋外どちらでも飼育でき、屋内の温かい所で飼えば年中元

気に泳ぎ、餌を食べます。水槽はガラスなどの透明でなくとも良く、私は発砲スチロール箱と大型のプラスチッ

ク箱、古い水漏れを修理したガラス水槽で飼っています。エアレーション（ぶくぶく）もあってもなくてもよく、

ただ、過密にならないよう、水 1Ｌに１尾が基準です。気を付けるのは水だけで、バケツなどに一昼夜以上汲み

置きしカルキを抜いた水を使うこと、２,３週に一度、1/3 ほど水替えをすること、メダカは温度差に弱く、新し

い水槽にメダカを移す時はビニール袋に入れたまま、４,５時間水槽に浮かべ、その後に水槽に移すことなどで

す。飼育メダカの寿命は約３年ですが、生き物ですから時には病気で早く死ぬこともあります。残念ですが仕方

のない事です。

メダカの繁殖も楽しみです。春になり、日照時間が長くなりますと水草や人工の産卵床に直径 1mm 程の卵を

産み付けます。卵を確認したら別な水槽に移してください。成魚と同じ水槽だと、卵や稚魚が食べられてしまう

からです。２週間ほどで小さな稚魚が孵ります。

さて、このようにメダカのいる暮らしが私の癒しとなっていますが、

困ったことに３００尾以上に増えすぎてしまいました。

来年は、もう水槽を置く場所がありません。

もらって下さる方、募集いたします。

飼い方など懇切丁寧にお教えします。

どうぞ、及川まで、よろしくお願いいたします。

メダカは本当に可愛いですよ。

１P…緩和ケア病棟 メダカのいる暮らし

2P・3P…美山病院栄養科 行事食のご紹介

４P…地域医療連携室からのお知らせ
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<4 月 29 日 昭和の日> 

たけのこと山菜ごはん 

鶏肉の南部焼き 

里芋の煮物 

桜小餅 

牛乳 

<5 月 5 日 端午の節句> 

チキンライス  

赤魚のハーブ焼き 

キャベツの生姜炒め 

子供の日デザート 

ヨーグルト 

<6 月 8 日 麺献立> 

山菜きのこそば 

卵とキャベツの炒め物 

南瓜のいとこ煮 

黄桃缶 

ヨーグルト 

<7 月 7 日 七夕> 

青しそご飯 

七夕彩りそうめん 

赤魚の粕漬焼 

里芋の照り煮 

七夕デザート 

牛乳 

令令  和和  ３３  年年  度度  美美  山山  病病  院院  

 普段の食事とは一味変わった献立は、入院している患者さんの楽しみと言えます。 

セントラルキッチンが稼働してからも年間を通して四季を感じてもらえるよう、 

旬の食材を使用し行事食を提供しております。 
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<8 月 13 日 お盆> 

お赤飯 

彩り豆腐バーグ 

里芋の味噌煮 

和菓子（夏色あさがお） 

牛乳 

<9 月 21 日 十五夜> 

栗入りお赤飯 

みそ汁 

鶏肉の照り焼き 

ひじき炒め 

まんまる月ゼリー 

<9 月 20 日 敬老の日> 

五目釜めし 

清汁 

鱈の粕漬焼 

旨煮 

紅白まんじゅう 
 

<11 月 3 日 文化の日> 

鮭いくら丼 

清汁 

里芋の煮物 

抹茶プリン 

牛乳 
 

栄栄  養養  科科  行行  事事  食食  のの  ごご  紹紹  介介  

毎日の生活の中で食事は楽しみのひとつだと思います。その食事が 

少しでも充実したものになるようこれからも工夫をこらしていきたいと思います。 

美山病院で提供している行事食をご紹介します。 
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受受付付時時間間 
1122 月月 2299 日日

（（水水）） 

1122 月月 3300 日日

（（木木）） 

1122 月月 3311 日日

（（金金）） 

11 月月 11 日日

（（土土）） 

11 月月 22 日日

（（日日）） 

11 月月 33 日日

（（月月）） 

11 月月 44 日日

（（火火）） 

午午前前 

88 時時 3300 分分 

～～ 

1111 時時 3300 分分 

通通常常診診療療 休休診診 休休診診 休休診診 休休診診 休休診診 通通常常診診療療 

午午後後 

11 時時 0000 分分 

～～ 

44 時時 0000 分分 

通通常常診診療療 休休診診 休休診診 休休診診 休休診診 休休診診 通通常常診診療療 

地地域域医医療療連連携携室室かかららののおお知知ららせせ 

美山病院では令和 3 年 11 月 1 日より病棟での面会を一時的に開始しております。

新型コロナウイルス感染症の流行により病棟での面会を中止してから 1 年と 7 か月以上が経過

し、患者さんやご家族さんへ大変なご心配をお掛けしておりました。

当院では病院ホールや面談室でタブレット端末を使用したリモート面会を実施しておりました

が、完全予約制にて病棟での面会を開始しました。

コロナワクチン接種済証のご提示や面会回数と面会人数の制限がございます。

詳しくは当院へご連絡頂くか事務窓口へお気軽にお問合せ下さい。

令令和和 33 年年度度 年年末末年年始始外外来来診診療療ののおお知知ららせせ 

令和 3年 11月 1日より
病棟での面会を一時的に開始します

新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス等の感染症が流行した場合はリモート面会のみとなりますが、
令和 3年 11月 1日から以下内容にて病棟での面会を再開するので該当するご家族さんはご利用下さい。
病棟で患者さんとの面会を希望される方
①コロナワクチン接種済証を必ず毎回持参し、2回目の接種日から 2週間以上経過している方
②1回の面会につき 2名までとなります（時間内で 3名以上の方が入れ代わり立ち代わりの面会は不可です）
③病棟面会とリモート面会の同時利用は頂けません
④マスクの着用・検温・手指消毒を病棟への入棟前に必ず実施して頂きます
⑤コロナワクチン接種済証の持参をお忘れになった場合は、前回の病棟面会の有無に関わらずリモート面会のみとなります

予約受付日・面会可能日：平日の月曜～金曜のみ
（12/30～1/3・7/1・土曜・日曜・祝日は予約・面会ともに受付不可となります）

予約可能時間帯：9：00～17：00
面会可能時間帯：午前 4組・午後 4組
面会可能回数 ：患者さん一人に対して月 2回まで
面会可能時間 ：10分

病棟面会・リモート面会 時間帯 午前 病棟面会・リモート面会 時間帯 午後
10：30～10：40 15：30～15：40
10：45～10：55 15：45～15：55
11：00～11：10 16：00～16：10
11：15～11：25 16：15～16：25

※緩和ケア病棟に入院中の患者さんは事務窓口へお声かけ頂くか電話にてお問合せ願います

ご不便をお掛け致します事を、大変恐縮ですがご理解頂きますようお願い申し上げます           社団医療法人 啓愛会 美山病院
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