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「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 石川」に
ぜひ、ご協力をお願いします！
副院長 龍澤 泰彦
みなさん、リレー・フォー・ライフという活動をご存知でしょうか？
それは 1985年、アメリカ・ワシントン州シアトル郊外で始まりました。一人の医師がトラックを 24時間走り続け、
アメリカ対がん協会への寄付を募りました。「がん患者は 24時間、がんと向き合っている」という想いを共有し支
援するためでした。
リレー・フォー・ライフとは、がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合って「がん征圧」を
目指す、1年を通じて取り組むチャリティ活動です。現在世界30か国、約 4,500ヶ所で行われており、日本では
公益財団法人日本対がん協会にライセンスが与えられています（リレー・フォー・ライフ・ジャパン、以下 RFLJ）。
RFLJ の寄付収入は対がん協会の事業‥‥①プロジェクト未来（新しい治療法や新薬開発の研究助成）、②
若手医師の海外研修費用の助成、③無料のがん相談ホットラインの運営、④がん検診受診率アップのための
各種啓発運動などに使われています。
2018年度は全国48ヵ所で行われており、石川県でもようやく昨年から取り組み始めたところです。共催が日本
対がん協会石川県支部（＝石川県成人病予防センター）であり、石川県医師会、金沢市医師会にもご後援を
いただいております。また、県内のがん拠点病院をはじめとした多くの病院にもご協力をいただいています。い
ろいろご縁がありまして、当院および石川県がん安心生活サポートハウスは運営にも関わっており、私が RFLJ
石川実行委員会の実行委員長を拝命しております。
RFLJでは、年間の活動の締めくくりとして 2日間のイベントを開催しています。中心となるのは「リレー・ウォー
ク」で、チームの仲間とタスキをつなぎ、夜通し会場内を歩きます。日が暮れるころには「ルミナリエセレモニー」
が行われます。がんを患っている方の思いや、がんで亡くなられた方への追悼、がんの予防・治療にかける熱
意などを託したメッセージが書かれた紙バッグがトラックに沿って並べられ、キャンドル（LEDライト）を灯し、がん
に関わるすべての人々に捧げられます。また、がんの予防・治療に関する情報やサバイバーからの情報を発
信する啓発活動も行われます。さらには歌や踊りのステージなど参加者の息抜きになるような催しもあります。
今年のリレー・イベントは 9月28日（土）～29日（日）にかけて、『Share 金沢』 （金沢市若松町）で開催されま
す。チームを組んで夜通しのリレー・ウォークに参加するもよし、寄付のみで参加するもよし、ボランティアス
タッフとしての参加も大歓迎です。詳細は、だ
RFLJ や RFLJ 石川のホームページ・facebook
ページ等をご覧いただけますと幸甚に存じます。
（RFLJ石川ホームページ：
https://relayforlife.jp/ishikawa/ ）
昨年は同じ時期に『四高記念公園』 （金沢市広
坂）で開催されましたが、残念ながら台風の直撃
に遭い、初日の午後 8時で終了を余儀なくされま
した。今年こそは天候に恵まれることを祈りつつ、
多くの皆さまのご参加・ご協力をお待ちしています。
は
RFLJ石川ホームページ
ＱＲコード
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院内施設の配置が変わりました！
当院では現在、院内施設の有効活用を目的とし、一部施設での改修工事と施設内での配置換
えを行っております。
現在のところ、６月に「売店（生活彩家）」が移転・リニューアルオープンし、７月には
「居宅介護支援事業所（済生会金沢居宅介護支援事業所）」が売店跡に新たに開設されました。
工事と配置換えは９月中に完了する予定となっておりますので、改めてご案内させていただ
きます。

イートインスペース

店内取扱商品各種

◆移転・リニューアルオープン！
店内にはイートインスペースも完備し、その場で
炊き立てご飯を詰めてくれるお弁当の販売も開始し
ました。これまで以上に、日用品・軽食・飲料など、
品揃えが豊富になりましたので、当院にお越しの際
は是非お立ち寄りください。

済生会金沢居宅介護支援事業所を開所しました！
『住み慣れたお家で過ごしたい』そんな思いに寄り添うことを理念とし、
介護を必要とする方に、適切な介護保険サービスが受けられるよう支援させてい
ただきます。
介護に対するお悩み、要介護認定の申請代行手続き、施設入所等のご相談など、
お聞きいたします。是非、ご利用ください。
【TEL：076-266-2941（直通）
FAX：076-266-2990】
スタッフ：中川 宏美（左）、中島 実加子（右）
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なでしこ健康出前講座
当院では、地域貢献の一環として医師や医療スタッフが出向いて、「なでしこ出前
健康講座」を行っています。
2019年3月より始動した企画ですが、多くのお申込みをいただいております。
当院をより多くの方に知っていただく機会として、「地域連携室」一丸となり取り組ん
でいます。お気軽にお問い合わせください。 【地域連携室：076-266-1489（直通）】

2019年3月23日
3月28日

生き生きと暮らし続けるために
～今から始めるリハビリ～

リハビリテーション科
診療部長 医師 岸谷 都

転倒予防について

リハビリテーション部
副技師長 理学療法士 山川 友和

①無料低額診療事業について
②生活習慣病について

①事務部 参事 奥名 司夫
②保健師
木下 浩美

6月12日

転ばぬ先の足のケア

フットケアチーム

7月19日

知っておきたい薬の知識

6月 8日

～あなたの足は大丈夫ですか？～

薬剤部 部長 森戸 敏志

中・高生「職場体験・インターンシップ」
本年も、緑中学校及び泉丘高校、二水高校よりご依頼をいた
だきまして「職場体験・インターンシップ」を実施いたしました。
生徒の皆さんには、ユニフォームや白衣を着用してもらい、各
職種の体験やお手伝い、手術室での手洗い・縫合、内視鏡操
作など、病院ならではの体験をしてもらいました。
最初は緊張した面持ちでしたが、次第に笑顔も増え、スタッフ
や患者さんに自ら進んで挨拶をする姿に感心しました。
将来は、医療職を目指されているということなので、当院での
「職場体験・インターンシップ」が、さらなる後押しになればと
願っています。

手術室での縫合体験の様子

ソフトボール大会で金沢病院が準優勝
第40回済生会北信越ブロックソフトボール大会が7月7日、
金沢市営専光寺ソフトボール場で開催されました。
6チームが2ブロックに分かれて対戦し、Ａブロックからは金

沢病院、Ｂブロックからは大会5連覇中の福井病院を下した、
富山病院が勝ち上がりました。
金沢病院と富山病院が決勝で戦うのは6年ぶりです。前回
対戦の雪辱を期す金沢が、3回まで5対1とリードしていたもの
の、4回表には、富山が満塁ホームランを含む6得点で逆転勝
利し、6年ぶりに富山が全国大会への出場権を獲得しました。
金沢病院は、あと一歩でしたが、来年こそは必ずや優勝で
きるよう頑張ります。
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登録医のご紹介
いけだなおき内科医院

院長：池田 直樹

令和元年５月、金沢市大額２丁目南交差点近くで開院させていただき
ました池田直樹と申します。
私は、昭和63年に金大医学部を卒業し、旧第一内科（現金大病院消化
器内科）に入局しました。済生会金沢病院にも平成6年から2年間と、平
成10年から5年間の計7年間、消化器科に勤務させていただきました。そ
の後、羽咋病院に10年間、つるぎ病院に6年間勤務しました。
当院では、細い経鼻内視鏡やしなやかな大腸内視鏡を用いて、苦痛の
少ない検査を行います。内視鏡技師の資格と慈愛の心を持つメンバーと
ともに丁寧な医療を心がけてまいりますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

住

所：〒921-8147
金沢市大額3丁目266
Ｔ Ｅ Ｌ ：076-298-2302
診療科名：内科、消化器内科
休 診 日 ：日曜、祝日、木・土曜午後

さいとう家族のクリニック
令和元年５月より、金沢市黒田の中村医院を承継し開業しました。
これまで中村先生が担ってきた医療を引継ぎ、診療させていただい
ております。これからも総合内科専門医、呼吸器・アレルギーなどの
専門医として、お子様から大人の方まで丁寧な診療と説明を心がけて
まいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

院長：齋藤 雅俊

住

所：〒921-0851
金沢市黒田1丁目188
Ｔ Ｅ Ｌ ：076-240-4320
診療科名：内科、呼吸器内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科
休 診 日 ：日曜、祝日、水・土曜午後

INFORMATION
がん患者支援・がん征圧チャリティー活動

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2019 石川
S h a k e H a n d s ～つなごう命～ 愛と笑顔で
24時間リレーウォーク
最初の一周は、がん患者さんやがん経験者
が歩きます。がんの告知や闘病を乗り越え、
この日を迎えられたことを祝福します。
その後は、仲間とタスキをつなぎながら交
代で歩きます。

24時間
リレーウォーク
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

参加者
（チーム・個人）

ルミナリエ

キャンドルセレモニー
ルミナリエはがんで亡くなった人をしのび、
サバイバーを讃え、闘病をしている人々を
支えるためのセレモニーです。メッセージ
が書かれたルミナリエバッグがキャンドル
ライトで浮かび上がります。

サバイバーズテント

９/２８土 ➭２９日

入場
無料

★★★★★★★★★★ 24時間リレーウォーク★★★★★★★★★★★

開始 28日:昼12:00 終了 29日:昼12:00

人が人を支援するということ
～当事者主体の支援を考える～
日時：令和元年１１月１６日（土） １３：００～１７：００
場所：石川県文教会館ホール【入場無料】
〒920-0918 石川県金沢市尾山町10番5号

募集！
基調講演 「当事者から見える支援」
本活動で得られた募
金は、日本対がん協
会に寄付され、がん
患者支援活動に役立
てられます。

がん患者さん・がん経験者同士の情報交換
の場としてご利用いただけます。医師や看
護師などが、がんに関する多岐にわたる悩
みや迷いにおこたえします。
お気軽にお立ち寄りください。

<日時>

第８回 生活困窮者問題シンポジウム

～生活保護受給体験から生活困窮者支援について考える～

生活保護問題対策全国会議 幹事 和久井 みちる氏

シンポジウム
〈コーディネーター〉
金沢大学人間社会学域 非常勤講師 馬渡 徳子 氏
〈シンポジスト〉
金沢市生活支援課 主査 三和 直人 氏

〈 会場 〉

Share 金沢

地域包括支援センターくらつき 池本 明子 氏

金沢市若松町セ104番地1

石川県済生会金沢病院 ソーシャルワーカー 北村 友香理 氏

当日の飛び入り参加や夜中だけの参加も大歓迎！

NPO法人金沢あすなろ会 事務局長 三井 美千子 氏

※雨天決行、荒天中止
中止の場合はホームページでご案内します。

NPO法人シェきらり 理事 大谷 幸代 氏

【お問い合わせ】
リレー･フォー･ライフ･ジャパン石川実行委員会

【お申込み・お問い合わせ】
石川県済生会金沢病院 経営企画調整室
☎：076-266-1060（代表） ✉ ：symposium@saiseikaikanazawa.jp

（公益財団法人 石川県成人病予防センター）

☎：070-4410-5741
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