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豊橋市民病院における胃癌・大腸がんの術後生存率
新任医師のご紹介

編集：病院広報紙編集委員会
委員長 鈴木 道生

いかがでしょうか？
診療技術局から
くすり箱
ご意見箱〜院長からの手紙
レベルの高い医療を心をこめて提供します
お知らせ
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豊橋市民病院における
胃がん・大腸がんの術後生存率
一般外科第一部長
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胃癌と大腸癌は、わが国では最も多い癌です。特

胃癌・大腸癌の治療は、他の内臓に発生する癌と

に胃癌は欧米諸国に比べて約20倍といわれ、年間約

同様に、切除することが最良の方法です。切除の方

50,000人が死亡するといわれます。一方大腸癌は、

法として、粘膜癌といわれるごく早期の癌に対して

以前は日本では少なく欧米に多い癌でしたが最近は

は内視鏡的に行うこともできますが、大部分は手術

著しく増加し、平成10年には全がん死の12.1％を

による切除が必要です。今回私どもの施設での手術

占め、第3位となりました。当院でも数年来胃癌よ

成績を検討いたしましたので報告いたします。

り大腸癌の方が多くなっています。

q胃癌（図1、2）
1990年から2001年までの12年間に当院で手術を
行った胃癌症例のうち、他臓器に重複癌をもたなかっ

の合併症のうちもっとも重大な切除部の縫合不全は
3.7％でした。

たのは、1682名でした。平均年齢は63歳、男女比

癌がどの程度進行しているかをあらわす目安を病

は約2：1でした。胃癌の切除率は91％。癌の存在

期といい、全国統一の基準によりⅠ〜Ⅳ期に分類さ

部位は、胃上部20％、中部40％、下部40％。切除

れ、第Ⅰ期とⅢ期はさらにA、Bに亜分類されていま

術式は、部分切除63％、全摘28％。その他9％でし

す。当院の進行度別割合は、 Ⅰ 期46％（ Ⅰ A33％、

た。切除例の平均出血量は378ｇ、平均手術時間は

、 Ⅱ 期13％、 Ⅲ 期18％（ Ⅲ A11％、 Ⅲ B
Ⅰ B13％）

約4時間。

7％）、Ⅳ期23％でした。いわゆる早期胃癌とは、癌

手術後退院するまでの短期成績は、2002年から
2003年までの2年間に手術した273名について調査

の深達度によって定められますが、その占める割合
は38％でした。

したところ、平均入院期間16日、合併症は47名17％

術後生存曲線を、図1、2に示します。図1は切除・

に発生し、死亡は2名1％にみられました。胃癌術後

非切除別、図2は進行度別の生存曲線です。切除例

切除・非切除別胃癌手術成績（1990-2001）

進行度別胃癌手術成績（1990-2001）
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全体の5年生存率は67％、10年生存率は60％でした。

年生存率はⅠA期85％、ⅠB期77％、Ⅱ期62％、Ⅲ

非切除例の5年生存率は0％でした。

A期41％、ⅢB期 28％、Ⅳ期3％でした。進行度は

進行度別の5年生存率は、ⅠA期95％、ⅠB期87％、

非常によく手術後の生存率を反映していました。

Ⅱ 期70％、 Ⅲ A期45％、 Ⅲ B期33％、 Ⅳ 期8％、10

w大腸癌（図3、4）
1990年から2001年までの12年間に当院で手術を

らにa、bに亜分類されています。0期は、粘膜内癌

行った大腸癌症例のうち、他臓器の重複癌をもたな

といわれるごく初期の癌で、通常ポリープ状に隆起

かったのは、1628名でした。平均年齢は65歳、男

しているため、内視鏡的に摘除するだけで十分なた

女比は約6：5でした。大腸癌の切除率は96％でし

め手術になる例はほとんどありません。当院の進行

た。癌の存在部位を大きく直腸と結腸（直腸以外の

度別割合は、0期2％、 Ⅰ 期17％、 Ⅱ 期33％、 Ⅲ 期

大腸を意味します）に分けますと、結腸60％、直腸

3 0 ％ （ Ⅲ a 1 9 ％ 、 Ⅲ b 1 1 ％ ）、 Ⅳ 期 1 8 ％ で し た 。

40％。切除例の平均出血量と平均手術時間は、結腸

全体の5年生存率は72％、10年生存率は63％で

癌150ｇ、172分、直腸癌306ｇ、227分でした。
手術後退院するまでの短期成績は、2002年から

した。非切除例の5年生存率は7％、10年生存率は
0％でした。進行度別の5年生存率は、0期100％、

2003年までの2年間に手術した362名について調査

Ⅰ期94％、Ⅱ期87％、 Ⅲa期87％、 Ⅲb期56％、 Ⅳ

したところ、平均入院期間17日、合併症は89名

期15％、10年生存率は0期92％、 Ⅰ 期87％、 Ⅱ 期

24％に発生し、死亡は1名0.3％にみられました。

76％、 Ⅲ a期62％、 Ⅲ b期41％、 Ⅳ 期11％でした。

大腸癌術後の合併症のうちもっとも重大な切除部の

大腸癌でも進行度は非常によく手術後の生存率を反

縫合不全は6％でした。

映していました。

大腸癌の病期は、0〜 Ⅳ 期に分類され、 Ⅲ 期はさ

切除・非切除別大腸癌手術成績（1990-2001）
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進行度別大腸癌手術成績（1990-2001）
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胃癌・大腸癌ともに、癌の進行度と術後生存率と
は非常に密接な関係がみられ、病期が進むにつれ生
存率が低下していました。すなわち、早期のうちに
胃癌・大腸癌を発見すれば大部分の方は治ります
が、いったん進行しますととても治りにくいことに
なります。自分は健康だと過信しないで、検診によ
り自分の病気の早期発見、早期治療に心がけること
が大切です。
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所属
前任地
趣味
その他 自由（抱負、自己PR、家族のこと、最近思うことほか）
赴任年月日

鈴木隆二郎

長井辰哉

すずき

ながい

りゅうじろう

q 呼吸器内科
w 名古屋大学医学部
付属病院

e 旅行、テニス
r 名古屋大学を卒業後、公立陶生病院で研修医・

q
w
e
r

たつや

泌尿器科
西尾市民病院
スキー、読書
13年間勤務した前任地
より、4月1日付けで当地に赴任いたしました。

レジデントをしてその後ずっと大学にいまし

病院間の些細な違いから戸惑うことも多い毎日

た。旧第二内科・呼吸器内科の肺がん化学療法

ですが、今までに培った経験と技術を生かし、

の臨床のまとめ役をして参りましたが、最近で

当地域の医療レベルの向上に少しでも貢献でき

はＮＰＯを立ち上げて臨床試験実施の基盤整備

ればと思っています。特に東三河地区では、あ

や社会への啓蒙・広報活動にも取り組んでいま

まり行われていない体腔鏡 (補助下)手術や、

す。豊橋市民病院が三河地区のがん拠点病院と

TVT手術などは積極的に普及を図りたいと考え

してますます発展していけるように全力を尽く

ています。

していきたいと思います。また、呼吸器は感染

t 平成16年4月1日

症・喘息・間質性肺炎・呼吸不全など多くのテ
ーマがあるので、がんだけでなくバランスの取
れた呼吸器内科になれるよう努力していきたい
と考えますのでよろしくお願いします。

t 平成16年3月15日

村山弘臣
むらやま

ひろおみ

r 大垣市民病院での研修の後、中京病院、名大病院を
経て、この度縁あって当院へ赴任することとなりま
した。生後数日の新生児から、80歳超のご高齢の

q 心臓血管・呼吸器外科
w 名古屋大学医学部
付属病院

e 特になし

r
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方々までを治療対象として、皆様方のお役に立てる
よう頑張る所存でございます。何卒よろしくお願い
します。

t 平成16年4月1日

幸脇正典

篠原

こうわき

しのはら

q
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まさのり

新生児医療センター
聖隷三方原病院
特になし
出産予定日より早く生まれ

q
w
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剛
つよし

小児外科
兵庫県立こども病院
特にありません
4月1日より小児外科で

た赤ちゃん、小さく生まれた赤ちゃん、何らか

お世話になっています。昨年は兵庫県立こども

の問題を抱えた赤ちゃんを専門に診療する新生

病院で小児外科の勉強をしてきました。東三河

児医療を専門に行っています。出生時の問題の

地域の小児医療の発展に協力していきたいと思

みではなく、その後の発達まで見守れる医療を

います。

行いたいと考えています。どうぞよろしくお願

t 平成16年4月1日

いします。

t 平成16年4月1日

荒木英盛

新藤琢生

あらき

しんどう

ひでもり

q 泌尿器科
w 名古屋大学付属病院
e 読書、テニス、
ラグビー

q
w
e
r

たくお

神経科
豊川市民病院
音楽鑑賞
前任地の病院と異なり、

r 皆さん、はじめまして！この4月より市民病院

精神科病床を有さない総合病院のため慣れるま

で勤務させていただいております。地域と密着

で時間がかかると思いますが、よろしくお願い

した医療を目指して精進したいと思います。専

します。

門は泌尿器領域悪性腫瘍、腎不全外科です。よ

t 平成16年4月1日

ろしくお願いいたします。

t 平成16年4月1日

竹内豊生
たけうち

とよなり

r 春日井市民病院で4年間勤務し、この4月より豊橋市
民病院へ赴任となりました。循環器内科は心筋梗塞
や狭心症などの虚血性心疾患、心不全、不整脈など

q 循環器内科
w 春日井市民病院
e ドライブ

の心臓病を主として対象とし、診療を行っています。
患者さんに対し病状、治療について詳しく説明し、
安心して診療が受けられるよう努めてまいりますの
でよろしくお願いいたします。

t 平成16年4月1日
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t

河合正博

中原辰夫

かわい

なかはら

まさひろ

q 皮膚科
w 名古屋大学病院
e スポーツ、映画、
ビデオ鑑賞

q
w
e
r

たつお

産婦人科
公立陶生病院
パソコン、音楽鑑賞
公立陶生病院での2年間の

r 早いもので、この病院ですでに3個目の勤務地

ローテート研修後、4月より産婦人科でお世話

になります。豊橋に来て思ったことは、今まで

になることになりました。出身大学は四国の香

よりも ｢河合｣ という名字が多いことです。院

川大学で、大学時代はオーケストラでヴァイオ

内にも ｢河合正樹｣ 先生という一文字違いの先

リンを弾いていました。豊橋市民病院はとても

生までいてびっくりです。というわけで、皆さ

きれいな病院で驚いています。一日でも早く病

んに早く皮膚科の河合先生(正博ちゃん)と認識

院に貢献できるよう頑張っていきたいと思いま

してもらえるように頑張りたいと思います。

すので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

t 平成16年4月1日

たします。

t 平成16年4月1日

倉橋信悟

早川文彦

くらはし

はやかわ

q
w
e
r

しんご

血液内科
大垣市民病院
旅行

ふみひこ

q 血液内科
w カリフォルニア州
立大学デービス校

約8年ぶりに豊橋に戻って
きました。久しぶりの三河弁に戸惑いを感じな

e ゴルフ
r 3年間アメリカで基礎研究に従事していました。

がら、地元の綺麗な病院で勤務できることを嬉

久しぶりの日本、久しぶりの臨床業務で戸惑う

しく思っています。卒後3年目でありまだ研修

ことが多いのですが、精一杯やらせていただき

中の身ですが、少しでも東三河の医療に貢献で

ます。宜しくお願いします。

きたらと思っています。一生懸命頑張りますの

t 平成16年6月1日

でよろしくお願いします。

t 平成16年4月1日

木本
きもと

理

まさる

r 6月より内分泌・膠原病内科を担当させて頂くこと
になりました。疾患の性質上長期間薬を飲まれ、通
院されている患者さんを診察させていただく機会が

q 内分泌・膠原病内科
w 藤枝市立総合病院
e ドライブ

多いと思われます。少しでも苦痛を取り除けるよう
お役に立てればと考えております。宜しくお願いい
たします。

t 平成16年6月1日

y
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梅雨の季節到来です。皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて、私たち豊橋市民病院、看護職は4月1日よりナースキャップをはずしました｡
今も、なかなかキャップをはずしたことになれない私たちです。お互いに頭を指差し
て「忘れていますよ！」なんて思わず声をかけてしまいます。「なんだかおかしいな！」
と患者さまからのお言葉を頂戴することもありました。また、医師・他の職種からも「な
れないなあ」等の意見も耳にしながら、ひと月が過ぎました。
働く私たちは何とかキャップの無い状況に慣れてまいりました。と同時に活動しや
すくなったと感じております。
さて、皆様はナースキャップしていない私たちをご覧になっていかがでしょうか？
『キャップをはずした看護師』、私たちにご意見、感想など、ございましたら病院内
の『ご意見箱』にお寄せくださいませ。

バッチをつけ
ています。

看護職員一同
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診療技術局から

病院内の電源をご覧になられると、家庭のコ
ンセントと少し構造が違うのに気づかれるかと

地球・大地という意味があり、漏れている電流
を大地に逃がすという意味合いになります。

思います。最近の医療機器の電源プラグのほと

病院では様々な医療器具を体に直接取り付け

んどが、3本足のいわゆる「3Pプラグ」であり

て検査や治療を行っており、このような安全機

ます。家庭で使われているのは2Pプラグが主

構がコンセントにもあります。そういったこと

流なのですが、余分にあるもう1本はアース端

でアースがあれば、治療で使用している機器が

子になっていますので、差し込めば自動的にア

何らかの原因で漏電していても、感電しないよ

ースがとれるようになっています。ではアース

うになっています。

とは何？と言われますとアース（earth）とは、

1978年、イギリスで世界初の体外受精によ

務に携わっています。
「エンブリオロジスト」と

る赤ちゃんが誕生しました。この「試験管ベビ

いう言葉を皆さんはご存知でしょうか？まだま

ー誕生」のニュースは世界中を駆けめぐり、記

だ一般的に認識されておらず、聞き慣れない言

憶にある方もいらっしゃることとお思います。

葉ですが、日本語に直すと生殖医療補助技術者、

体外受精は、卵巣から卵子を採り出し、体の外

つまり培養室において卵子や精子を扱う技術者

で精子と受精させ、再び子宮に戻すという不妊

のことです。エンブリオロジストの主な仕事は

治療の一つです。日本でも1983年に初めての

培養室環境の整備、器具、試薬の管理、卵子や

体外受精児が誕生しました。平成13年度の日本

精子の培養、顕微授精操作など様々です。どの

産婦人科学会の報告によると、体外受精による

業務も高い精度と品質管理が要求されます。

出生児数は13,158人で100人に1人以上の赤ちゃ

現在、10組に1組のカップルが不妊症である

んが体外受精によって誕生し、累積出生児数は

といわれています。我々エンブリオロジストは

84,966人となっています。
当院でも、1996年新病院移転に伴い、不妊

境の中で育て、最高の状態でお返しする

そん

治療の一環として体外受精・胚移植業務を始め

な思いで日々知識の向上と技術の研鑽に努め、

ました。また、1999年より不妊センターも開

微力ながら不妊でお悩みの方々のお役に立つこ

設され、中央臨床検査室からも2名の技師が

とができたらと思っております。

「エンブリオロジスト」として専任で体外受精業

i

患者様からお預かりした卵子や精子を良い環
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ステロイド外用剤と聞くと、「強いから使用したくない」と思う方もいれば、塗り薬だか
らと安易に考えて使用する方もいると思われます。ステロイド外用剤は効力の強さで5段階
に分類されます。強さによっては急にやめたり、長期大量使用により副作用が出るとされて
いますので、医師の指示を守って正しく使用してください。適切な使用を守ればとても良い
薬です。

◇ステロイド外用剤を塗る際の注意事項
・塗る前、塗った後は手をよく洗いましょう。
必要のない他の部位や他の人につくとステロイド外用剤に
よる皮膚炎が起こる可能性があります。

・清潔を心がけましょう。
ステロイド外用剤は皮膚の抵抗力を下げるので、感染しやすくなります。

・必ず指示された部位、症状に使用し、それ以外には塗らないように
しましょう。
特に顔や首など吸収の良い部位には、自己判断で使用するのは避けましょう。

・指示された回数を守りましょう。
ステロイド外用剤は、通常1日2回程度で充分な効果が得られるとされています。
効果がないからと回数や量を増やすと副作用が出やすくなります。

・症状が悪化する場合は医師の診察を受けましょう。
化粧品と同様、肌に合う、合わない場合があります。
一般的な注意事項です。症状により医師の指示がこれらと異なる
こともあります。必ず医師の指示どおり使用してください。
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〜院長からの手紙〜
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自転車置場のライトが切れていて、暗くて危ないので直してください。
『このご意見を頂いてから、早速、切れていたライトを取り替えました。これからはこ
の様なご意見を頂かなくても必要な補修を行う様に致します。』

男子便所（見舞い、来院者用）に手拭用のペーパーのある所とない所がある。
全トイレに設置する努力をしてほしい。
『今年度の予算で外来棟の1階と2階にある2箇所のトイレに温風で濡れた手を乾かす温
風乾燥機を設置致しました。』

家族が入院して1ヶ月余が過ぎ周りを見る余裕が出来ると窓の外の手すりなどにあ
るハトの糞が目に付きます。鳥インフルエンザで騒がれている時期なので余計気に
なります。予算等大変とは思いますが、何とか考えていただきたいと思います。看
護師さんたちの優しさ、丁寧な言葉がけ、介護等は本当に見事です。
『私どももこのことに気づいています。皆さんがご利用になるデイルームのすぐ外にあ
る鳩の糞は見苦しいのですが、高層の庇にあるため窓の外へ出て外部からしかこれを
取り除く事が出来ません。このために1年に4回外側から窓ガラスを清掃する時に掃除
をしています。鳩が寄り付かなくなる何か良い手段がありましたら教えて下さい。』

抗がん剤の治療が外来で出来るようにして欲しいと思います。入院の必要な患者さ
ん（遠距離）もいるでしょうが、ずっと入院している必要はないと思います。入院
が長引く事による疲れやストレスは体によくないと思います。
『当院ではがんの治療を受けられる方々が増加しています。癌の化学療法は時間がかか
る上、注意を必要とします。そのため今年から2年計画で外来患者さんに抗がん剤など
を投与する化学療法室を設ける予定にしています。完成すればご意見のように入院す
ることなく外来で化学療法を受けて頂けることが可能になる場合が増えてきます。完
成まで暫くお待ちください。』

・予約を取って、間に合うように急いできたのに2時間も待たせるのはひどい。
もう少し、予約内に出来るようにして欲しい。
・予約で１時間以上も待たされるのは困る。医師を増やすなり対応してほしい。
・救急外来にかかりましたが、とてもよい先生でした。
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『多くの場合予約時間が遅れないように致していると思いますが、この様なご迷惑をお
かけして申し訳ありません。患者さんを多く診ている医師は早い時刻に診療を開始す
るなど努力しています。また、この問題は医師数を増やすだけでは解決できません。
そのため私たちは病院の役割と診療所の役割を明確にして、診療所で診て頂いた方が
よい方は病診連携室を通してかかり付け医に積極的にご紹介しています。これらのこ
ともあって、当院の外来患者さんの数が漸減しています。しかし最近はお一人、お一
人の方への説明を充分に行うようになり、診療時間が長くなっています。なお、診療
の待ち時間の実態調査を行い、皆様にお知らせする必要があると考えています。これ
からも予約されている方の外来診察時間が遅れないように私達は努力します。』

入院中、医師、看護師の皆さんの暖かく親切な対応に感謝しておりますが、二点ほ
ど感じたことを申し上げます。①朝の起床時、夜の就寝時にただ、電気を消すだけ
でなく静かなクラッシック音楽でも流していただけないでしょうか。誰でも知って
いるような曲がいいと思います。②食事に大豆食品（納豆）をもっと出して欲しい。
『お礼のお言葉有難うございました。①、②のご提案につきましては今後多くの方に満
足して頂くことが出来るかどうか考えて、採用するかどうか検討いたします。入院患
者さんに召し上がって頂く食事は限られた予算内で出来るだけおいしいものを出して
いますが、皆様からご希望やご意見をお寄せいただくことにより食事の内容が豊かに
なります。ご意見有難うございました。』

死の宣告を受け絶望の日々を送る中、「もっと生きたい」生きることへの執着心を
抱かせてくれたのは西病棟の看護師さんたちでした。私も含め患者さんたちの目線
を合わせよく話をしている姿は希望の光を与えてくれ、その光に導かれ精神的に強
く生き、治療を受けることが出来ました。師長さんの『一日一日を大切に楽しく』
生きる、心の支えになる言葉でした。市川先生には「心と精神的な痛み」を理解し
ていただき、抗がん剤終了後の検査の時もそばで『苦痛を和らげる』言葉をかけて
もらい今、思い出しても感謝で涙があふれて止みません。本当にありがとうござい
ました。
『当院にがんの患者さんのホスピス病棟はありませんが、一般病棟で癌の治療を受けて
頂きながら緩和医療を受けて頂いています。がんによる苦しみが少しでも和らぐよう
にと医師、看護師、薬剤師、医療相談室の者が力を合わせて緩和医療に取り組んでい
ます。これからも各医療職種からチームによる医療で闘病されておられる患者さんを
身体面と心理面から支えて行きます。お言葉有難うございました。』

ナンバーの無い車がいつまでも止まっている。早く処分してほしい。
『長期間放置されている自動車は現在3台確認されています。8年前に新病院を建築す
るときには皆様の利便性を図って駐車場を無料にしましたが、現在では駐車場の有料
化を望まれる声もあります。私たちもこれを有料にする検討を致していますがバスレ
ーンがあって、外来車のルート変更が困難であるうえ、多額の工事費が必要でありま
す。これからもこの問題は継続して考えて行きます。』
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建物はすばらしいが、外来受付のそっけない態度や案内の不明瞭さにはびっくりし
ます。また、看護師の説明も早口？？…計算受付・ＵＦＪの係員の無愛想さには疲
労感さえ感じました。せめて柔らかくゆっくりと接してほしいと思いました。分か
りやすく説明してくださった先生には感謝しております。
『申し訳ありません。ご指摘のありましたことを十分に汲み取ってこれからも気持ちの
良い応対の出来る受付つくりを進めて参ります。』

新生児医療センターでお世話になりました。入院中は安田先生はじめスタッフのみ
なさんの知識、技術だけでなく子供に対する愛情、家族への配慮がくじけそうにな
る私をどんなに勇気づけてくれたことでしょう。生まれた時は827ｇでしたが、
退院時には2730ｇと立派に成長し後遺症も無くここまで成長できたのはスタッフ
の皆様のおかげです。人を預かる仕事は肉体的にも精神的にも大変だと思いますが、
どうかお体に気をつけ一人でも多くの人の心の支えになってください。
『周産期医療は大変な苦労を必要とします。当院では、母体搬送、帝王切開、紹介分娩
などの他の施設で困難な産科医療を多数行っています。また最近他の医療施設では分
娩を止められる動きが出ています。そのため当院の役割はますます大切になってきて
います。その中でこの様なご意見を頂きますと私たちの業務の励みになります。有難
うございました。』

長く入院しているとやる事が無くストレスが溜まりイライラします。たとえば図書
室とかインターネットが使えるパソコン、携帯電話でメールが打てる場所があれば
よいと思います。
『確かにこのご意見の様な設備を設けることにより、単調になりがちな入院生活を過ご
しやすくすることが出来ると考えます。しかし、申し訳ありませんが、当院では現在
医療設備以外の物を設ける場所が病棟にはありません。なお、当院は急性期医療を基
本としているため、病院全体の平均在院日数は16日ほどです。
』

期限の過ぎたチラシ等貼ってあるが、掲示するなら「ます」を「なりました」等に
変更すべきである。（記名あり）
『私たちは期限が過ぎたり、用がなく
なった掲示物を速やかに撤去するよう
に致しています。これからももれの無
い様にして、ご意見の様な期限の過ぎ
たチラシなど何時までも貼っておかな
いように十分に点検します。』
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レベルの高い医療を心をこめて提供します
豊橋市民病院長

瀬川昂
筑生

現代の医療技術の進歩・発展には目覚しいもの

療科と優れた医療スタッフを有しています。この

があります。そのためにかつては治療をあきらめ

ために当院へは他の医療機関から数多くの病を得

ていた程に進行したような病期の疾病も根治を目

た方々が紹介されて受診されます。私達はこれら

指しています。また外科領域では、以前は大きく

の方々が健康を回復されますように一生懸命に努

開腹して行っていた手術のうちの幾つかが、内視

力しています。

鏡を用いることにより小さい切開創で可能となり

しかしどんなに技術が進歩しても医療には限界

ました。さらには外科で切開・摘出していた早期

があります。私どもの懸命の治療努力にも関わら

に発見された癌の中には治療を内科医が内視鏡な

ず、私達の力が及ばず鬼籍に入られた方が当院で

どを用いて行う場合も増えてきました。このため

は平成15年度には904人おられました。医療技術の

患者さんの負担は著しく軽くなりました。この領

進歩・発展は今後も続けられますが、医療技術の

域の医療技術の進歩・発展は今後も続くと考えら

レベルがどんなに高くなっても生命は有限であり

れます。また画像検査については医療機器の進歩

ます。このため私達は私達のご提供申し上げる医

に伴い、検査精度が向上し正確な診断が得られる

療の可能性とその限界をきちんとご説明申し上げ

ようになりつつあります。この様に医学の様々な

ます。そのことを充分にご理解して頂いてから共

領域における進歩は目覚しいものがあります。

に協力して病を癒して行きたいと考えています。

当院は東三河地方における基幹病院として急性

医療は人の行うものです。どんなに素晴らしい

期医療を担っています。病床数は結核と感染症を

医療技術も医療者と患者様との良好な信頼関係が

含めて910床ありますが、日本の自治体病院の中で

なければ良い結果をもたらしません。私達はレベ

は神戸市立中央市民病院、国保旭中央病院（千葉

ルの高い医療を心をこめて提供致して参ります。

県）に次ぐ３番目の規模を持っていて、多くの診

どうぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

豊橋市民病院のモットー ●●●●●●●●●●●●
信頼に応える技術、人に優しい思いやりのある心、地域に開かれた安らぎのある病院
●●●●●●●●●●●●

豊橋市民病院の基本方針
１．地域に開かれた信頼のある病院、患者に優しい思いやりのある医療を目指します。
２．地域の基幹病院としてふさわしい高度な医療を提供するとともに、特殊医療、救急医療等を
積極的に受け持ちます。
３．基幹病院としての役割を担いながら、他の医療機関との間の有機的な連携のもとに当院の行
うべき医療活動を推進します。
４．医学及び医療技術の研鑚に努めるとともに、医学・医療の進歩に寄与します。
５．研修医、医学部学生、看護学生、コメディカル、救急救命士などの教育を積極的に行います。
６．地域住民の保健知識の普及に努め、健康増進活動に参加します。
７．公共性と経済性を考慮し、健全な病院経営に努めます。
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お 知ら せ
院内コンサート

院内コンサート

〜初夏のアトリウムコンサート〜
☆マリンバ & ベル コンサート☆

〜サマーコンサート〜

●と

き

豊橋市民病院

演

平成16年8月5日
（木）
午後2時より

●ところ
診療棟１階

アトリウム
●出

き

平成16年7月26日
（月）
午後2時より

●ところ

●と

豊橋市民病院

診療棟１階

アトリウム
●出

演

ハーモニー・グリーンのみな

豊橋マリンバの会のみなさん

さん

クラシック、童謡、唱歌、ポッ

コーラス、独唱、ピアノ

プスなど。皆様ひと時をお楽
しみください。

ほか

ハワイアンコーラスでフラダンスを!!
ウイーンの調べ、童謡など、
夏のひと時を楽しくお過ごしください。

第29回健康教室
●と

き

平成16年9月25日
（土）
午前10時〜11時30分

●ところ

豊橋市民病院講堂（診療棟3階）

●演

題 「皮膚がんのはなし」

●講

師

皮膚科部長

山田元人

【質問・相談】皮膚に関すること
●対

象

どなたでも

●参加料

無料

●問合先

健診センター

10532-33-6271
●主

催

豊橋市民病院

当院のご案内は下記でも行っています。併せてご覧下さい。
豊橋市民病院インターネットホームページアドレス
http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp
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