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医の原点といわれた救急医療が今、全国的に危機に陥っている。昨年10月に開催さ

れた第35回日本救急医学会総会での3日間連続討論されたシリーズワークショップの

タイトルが“病院医療の崩壊と救急医療”であった。もちろん結論は出るはずも無か

ったが、第一線で救急医療を担う医師らの絶望感と空虚感は想像できよう。救急医療

の機能不全にはいくつかの問題点があるが、ここでは救急患者を受け入れることが出

来ない現況（救急車不応需）をこの紙面を借りて簡単に説明したい。受け入れが困難

な原因には大きく3つある。1つ目は、搬送しようとした病院が“現在処置中”という

ものである。これは要するに需要を満たすだけの供給がないことである。高齢化が進

み、搬送件数がどんどん増えているのに、病院のベッド数、医師、看護師数は増えて

いないのである。当救命救急センター救急外来でも担当医師数の増加に比して他の医

療従事者の数が増えていないのが現実である。

次に“ベッドが満床である”これは急性期病院から次に行く病院にスムーズに転院

ができないため、急性期型病院に慢性期の傷病者が多く、長期に入院する結果となっ

てしまう。よい医療が行われていればいるほど、そんな病院に長く入院したいのは理

解できるが、次の救急で苦しんでいる人のために、転院をして頂けないものか…。当

院でも昨年度の冬には空床がなく救急傷病者を応需できなかった状況が発生した。そ

のようなときに起きた救命できる死（Preventable death）を思うと胸が痛む。

最後に専門医がいない。これは患者のニーズと急速に進歩した医療技術に現場の医

療体制が着いて来れなかったことである。どなたでも専門医に診てもらいたいに決ま

っている。ちなみに全救急患者数のなかで小児は約3割と言われる中、小児科医は全医

師の約6%（日本小児科学会資料）しかいないのである。所詮6%の医師で30%の小児

救急患者の対応は無理な話である。

最後に混沌とした今の救急医療体制のなかで、ある質問を通してみなさまご自身が

考えて頂きたい。これはアメリカの比較的貧しいオレゴン州の公的医療費補助を受け

ている方々への質問である。

3つをすべて選択したいのは山々で

あるがそれには、我が国には財源がも

うないのである。また考えようによっ

ては、選択の自由もなく、国民皆保険

のもと、既にCost（安さ）は選ばれ

ているかもしれない。Access（自由

な時間の受診）フリーの救急外来にみ

えたときにこの問題を是非考えて受診

をお願い致します。

救命救急センター　第一部長　鈴木　伸行
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白水　敬昌
q 歯科口腔外科　

w 平成20年4月1日

e 岡崎市民病院

r 音楽鑑賞

t 日本口腔外科学会の専門

医・指導医として、口腔外科疾患の診療、

手術とともに後輩を育成しようと思って

います。豊橋市民病院の発展に役立てる

よう頑張ります。

関連各科の先生、医療スタッフの皆さん、

ご協力をよろしくお願いします。

山川　大志
q 腎臓内科

w 平成20年4月1日

e 袋井市民病院

r ツーリング

t 「愛される病院の愛され

る医者になりたい。」これは腎

臓研究室の先輩の言葉です。

大変、気に入っています。よろしくお願

いいたします。

石川　寛
q 心臓血管・呼吸器外科　

w 平成20年4月1日

e 大垣市民病院

r ゴルフ、テニス、旅行、

映画鑑賞

t 今春より心臓血管呼吸器外科に赴任して

参りました石川と申します。当科では心

臓、血管、呼吸器の外科治療を行ってお

りますが、私はその中で、成人の心臓、

大血管、末梢血管の手術を主に担当させ

ていただきます。手術を受けられる、あ

るいは過去に受けられた患者さんは勿論

のこと、心臓や血管のご病気でお悩みの

方、他院での治療に関するセカンドオピ

ニオンを聞いてみたい方など、是非お気

軽に外来までお越し下さい。でも本当は、

誰も病院などには行かなくて済むような

世の中になって欲しいものですね。
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q 所属　w 赴任日　e 前任地　r 趣味
t その他　自由（抱負、自己PR、家族のこと、最近思うことほか）
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岩井　克成
q 神経内科　

w 平成20年4月1日

e 国立長寿医療センター

r 山歩き、水泳、テニス

t 日本全国「医療崩壊」と

いわれる中、故郷の現状はどうであろう

かと思いましたが、大変な環境変化の中

で力をあわせて医療されている様子で、

力強く感じました。はなはだ微力ながら、

参加させていただきます。

浅野　晶子
q 放射線科　

w 平成20年4月1日

e 岐阜県立多治見病院

r 読書、映画鑑賞

t 高齢者社会の到来と共に

放射線治療の需要がますます増えてくるこ

とと思われます。少しでも患者さんの

QOL改善の役に立てるように、尽力させ

て頂きます。よろしくお願い申し上げます。

服部　新之助
q 脳神経外科

w 平成20年4月1日

e 名古屋大学医学部

附属病院

r 特になし

t 全力で診療に取り組んでいきますのでよ

ろしくお願いします。

厚田　幸子
q 心臓血管・呼吸器外科

w 平成20年4月1日

e 名古屋第一赤十字病院

r ドライブ、食べ歩き

t 前任地では、呼吸器外科

を専門として、肺癌や気胸、手掌多汗症

などの手術を執刀していました。よろし

くお願い致します。

伸　健浩
q 呼吸器内科

w 平成20年4月1日

e 大垣市民病院

r 映画鑑賞

t まだまだ新しい環境に慣

れず、皆様に御迷惑をおかけしますが、

宜しくお願い致します。

山下　良
q 呼吸器内科

w 平成20年4月1日

e 大垣市民病院

r 旅行

t 平成20年4月より呼吸器内

科に勤務させていただくこととなりまし

た。患者さんのお役に立てるように頑張り

たいと思います。よろしくお願いします。
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横溝　香奈
q 形成外科

w 平成20年4月1日

e 焼津市立総合病院

r 旅行

t 愛知県は初めてです。よ

ろしくお願いいたします。

松尾　啓司
q 放射線科　

w 平成20年4月1日

e 名古屋大学医学部

附属病院

r ミュージカル観劇、

ビリヤード

t 患者さんにとって「放射線科」はあまり

馴染みがないと思われますが、その分野

は広範囲で全科と関わりを持つ診療科で

す。他科の先生方への情報提供はもちろ

んそれを通して何より患者さんにとって

より良い医療を提供できるよう、努力し

ていきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。

下寺　佐栄子
q 小児科　

w 平成20年4月1日

e 仙台赤十字病院

r テニス、読書

t 少しでも子供達の力にな

れるよう頑張りますのでよろしくお願い

いたします。

大城　宏治
q 皮膚科　

w 平成20年4月1日

e 名古屋大学医学部

附属病院

r 音楽、料理

t 平成20年4月1日より豊橋市民病院に赴

任して参りました。皆様のお役に立てる

様に精一杯頑張りますので、どうぞ宜し

くお願いします。

近藤　千紘
q 総合内科　

w 平成20年4月1日

e 愛知県がんセンター

中央病院

r フットサル、

サッカー観戦

t 豊橋に来て1ヶ月がたちました。心優し

い方が多く、とても住みやすい所です。

皆様によりよい医療を提供できるよう頑

張りますので、叱咤激励をよろしくお願

いします。
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諸井　博明
q 産婦人科　

w 平成20年4月1日

e 社会福祉法人

聖霊会　聖霊病院

r サッカー、絵描き、料理、

車いじり

t 産婦人科に赴任致しました諸井です。医

療崩壊の荒波に負けない力を身につけよ

うと思ってやってきました。活気ある雰

囲気の中で充実した毎日を過ごしており

ます。

宮崎に生まれ、名古屋で育ち、東京で浪

人して信州で大学生活を送りました。新

たな地、豊橋を知るべく、休日は市内を

探索しています。今後とも、宜しくお願

い致します。

稲坂　優
q 皮膚科　

w 平成20年4月16日

e 名古屋大学医学部

附属病院

r 卓球等

t 皆様と協力して、よい医療を提供できる

ように努力してゆきます。
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平成20年4月より、西病棟9階の看護師長に就任いたしました。緊張の毎日です
が、先輩師長・まわりのスタッフに支えられ日々頑張っています。
西病棟9階は主に血液腫瘍内科の病棟です。多くの患者さんは治療の性質上、平

均して約50日と長い期間を病気と闘いながら入院生活を送ってみえます。私たちは
そんな患者さんを支えながら安心して安全な治療が受けられるよう、心優しい看護
を提供していきたいと思っています。そのためには、患者さんに信頼していただけ
る、知識・技術を備えた思いやりのある看護師を育てていくことが自分の責務だと
思っています。
まだまだ未熟ですが努力してまいります。よろしくお願いいたします。

平成20年4月より内科外来師長に就任いたしました。日々、外来スタッフに支え
られながら頑張っています。内科外来は一日平均800人の患者さんが受診されてい
ます。患者さんが最初に足を踏み入れる場であり、私たち外来看護師との出会いの
場でもあります。患者さんとの出会いを日々大切にし、患者さんやご家族の方が安
心し、ご自宅で療養生活が送れるような看護を目指しています。そのためには、思
いやりを大切に“目くばり”“気くばり”“心くばり”を忘れず患者さんに接してい
きたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

平成20年4月より西病棟2階の看護師長に就任いたしました。西2階は脳外科、神
経内科、腎臓内科の混合病棟です。
ここでは突然の発症や機能障害、透析など今後の生活や社会復帰に不安を抱く患

者さんが多く、家族の精神的な支えも重要となります。私たちはそうした患者や家
族の心の支えとなり、回復を願い安心して入院生活を送れる環境を提供したいと思
っております。患者、家族、他部門とのコミュニケーションを良好にし、患者さん
の望むことは何かを常に考え、満足していただける看護援助を行なえるスタッフの
育成を行っていきたいと思っています。私自身まだ未熟な師長ですが、スタッフと
協力し一日も早く社会復帰が出来ることを願い、患者さんを支えていきたいと思っ
ていますのでどうぞよろしくお願いいたします。

平成20年4月より、画像検査の看護師長になりました。画像検査は、内視鏡によ
る手術、カテーテル検査による血管内治療、胃ろう造設、胃カメラ、大腸検査等、
さまざまな治療、検査をおこなっています。緊張と不安でいっぱいの患者さんの苦
痛を少しでも軽減できるよう、心のこもったあたたかい気持ちで治療、検査を受け
ていただけるような看護師を育てたいと思います。
看護師の経験は長いですが、師長になって戸惑うことが多く、周囲の人やスタッ

フに支えられ何とか頑張っています。責任の重さも痛感しています。私は患者さん
に安全で安心して気持ちよく治療、検査を受けていただくために環境の整備、スタ
ッフの育成に努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。

西病棟9階
伊藤 惠子

内科外来
加藤 早苗

西病棟2階
吉田 千代子

画像検査室
宮下 愛子
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平成20年4月より西病棟6階の看護師長になりました。西病棟6階は消化器内科の
病棟です。不安と緊張でのスタートでしたが、主任はじめスタッフ全員に支えられ
ての今日があることに感謝しています。また看護局、先輩師長の指導のもと学びと
反省の日々です。
私は、患者さんに満足していただける看護を提供するために優しい笑顔、温かい

言葉かけのできるスタッフを育成していきたいと考えています。そのためには、一
人ひとりが、相手を尊重すること、仲間として自然に助け合えることが大切であり、
よいコミュニケーションで明るい職場環境作りに努力していきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

平成20年4月より東病棟3階の看護師長になりました。
病棟を預かる立場として責任の重さを痛感し、毎日が緊張の日々です。
患者さんの笑顔と病棟スタッフの支えがありがんばっています。
東病棟3階は、心臓血管呼吸器外科・循環器内科・内分泌内科の病棟です。
身体的・精神的な苦痛を伴って入院される患者さんが笑顔で退院できるように、

安心して治療・療養できる環境の整備に務めていきたいと思います。また患者さ
ん・家族の思いを尊重し、柔軟できめ細やかな配慮が出来るようにスタッフと共に
努力していきます。どうぞよろしくお願いします。

平成20年4月1日より救命救急センター・血液浄化センターの師長に就任いたし
ました。救命救急センター（救急外来）は軽症で外来治療を受け帰宅される一次救
急患者さんから重症で緊急度の高い三次救急患者さんまで、あらゆる年齢や疾患の
患者さんを受け入れています。昨年度は約3万人の方が受診され、救急車搬入台数
は4700台でした。血液浄化センターは年間約4900回の血液透析や血漿交換などの
治療を行っています。緊急入院後に透析を受ける患者さんも増えています。
センターでは、おもてなしの気持ちである「おもてナーシング」を合言葉に、来

院された患者さんや家族の方が安心して治療を受けていただけるように努めていま
す。また、そのための環境整備や医療の標準化、質の高い医療の提供のため、外傷
初療ケア、救急蘇生技術の習得及び向上についても取り組んでいきたいと考えてい
ます。どうぞよろしくお願いします。

平成20年4月より看護師長を務めることになりました。
西病棟7階は、呼吸器内科と口腔外科の病棟です。入院中の患者さんが少しでも

呼吸が楽になり、口腔外科で手術を受ける患者さんには、安心して入院生活が送ら
れるようにスタッフと共に全力で看護をおこなっていきたいと思っています。病棟
では、人生経験豊かな患者さんから学ばせていただくことも多く、患者さんやご家
族との出会いを大切にしてゆきたいと思います。また、患者さんの思いを尊重し、
心のこもった看護ができる看護師を育成してゆきたいと考えております。よろしく
お願いします。

西病棟6階
神田 由美子

東病棟3階
清田 綾子

救命救急センター
血液浄化センター

石原 幸世

西病棟7階
萩原 有子

看 護 局 か ら 
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今回、患者さんからよく聞かれる質問を掲載しました。

お薬でわからないことがあれば、気軽にお問い合わせいただいて、薬を正しく服用（使用）し
ましょう。

Q１．以前もらったお薬で残っているものがあるのですが、同じような症状のときに
使用しても構いませんか？
⇒同じような症状であっても、医師の診断・指示がない場合、使用しないで下さい。

自己判断でお薬を服用するのは危険です。診察を受けた上で正しくお薬を使いましょ
う。

Q２．食後に服用を指示されたお薬を、食後ではないときに飲んでも大丈夫ですか？
⇒基本的には大丈夫です。しかし、食後でないと吸収が悪い薬があります。また、痛み止
めは一般的に消化器系の副作用の頻度が高いことが知られています。

他の薬でもそのような副作用がまれに起こることもあります。このような場合は食後か、
何か食べてから服用した方がよいでしょう。

Ｑ３．薬の服用前後に、お酒を飲んでもよいですか？
⇒薬の効き目を強くしたり、弱めたりすることがあるので、薬を服用しているときは、原
則としてお酒を飲まないように心掛けてください。食べ物や喫煙でも薬の効き目に影響
することがあります。

Ｑ４．塗り薬の軟膏とクリームはどう違うのですか？
⇒効果の面ではそれほど大きな違いはないのですが、軟膏よりもクリームの方が塗った時
の感じがサラッとしています。ただし、皮膚の状態によりクリームでは刺激が強く出た
り、かえって症状を悪化させることもあります。皮膚の状態によって医師は軟膏かクリ
ームを選択していますので、その都度処方された薬を正しく使用してください。

Ｑ５．冷シップと温シップはどのように違いますか？
⇒はっきりした基準はありませんが、冷シップは打ち身、打撲、捻挫、肉離れなど外傷を
受けて、熱をもったり痛いなど患部に急激な炎症が起きているときに使います。温シッ
プは肩こり、腹痛など局所が冷たい時や筋肉のこわばりがあるなどの慢性的な症状に使
います。

青竹 平成20年6月30日 第37号 o

くすり箱 くすり箱 くすり箱 お薬のあれ？これ？ 
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青竹 平成20年6月30日 第37号!0

中央臨床検査室

病理検査とは
病院では患者さんの体にできた病変が、どんな病気かを調べるために、医師によって内視鏡

やメスなどでその病変の一部、または全体が切り取られ、病理検査室に届けられます。

私たち病理検査を担当する臨床検査技師は、届けられた組織をホルマリンで固定し、パラフ

ィン（ろう）で固めたブロックをつくり、これを特殊な機械（ミクロトーム）で厚さ3ミクロ

ン（１ミリの1000分の3）くらいに薄切し、さらにいろいろな染色をして下の写真のような

病理標本をつくります。できあがった病理標本は専門の医師(病理医)によって診断されます。

何が観察できる… 
がん細胞？ 
炎症細胞？ 

肝　臓 

腎　臓 

肺 胃 

結　腸 

診療技術局から
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青竹 平成20年6月30日 第37号 !1

看護体制充実（7：1看護基準）を目指し 

助産師・看護師を募集しています 
　市民病院では、看護体制の一層の充実を図るため、病床７床に対してひとりの看護師を配置

する、いわゆる『７：１看護』をめざして助産師・看護師の募集を行っています。 

　本年度の中途募集も随時行っています。詳しくは広報とよはし、または市民病院ホームペー

ジをご覧ください。 

お問合せ先 

豊橋市民病院　管理課職員担当 

電話：0532-33-6111

●最初は、小さな赤ちゃんを私が看護できるの
だろうかと不安と緊張でいっぱいでしたが、
先輩方がやさしくしっかり指導してくださり、
様々な疾患をもつ赤ちゃんが適切な治療看護
を受け着実に元気に成長していく姿に感動し、
看護できる喜びとやりがいを感じています。 

（新生児医療センター勤務） 

 
●患者さんに笑顔で「ありがとう」といわれたり、「不安だったけど、あなたが親身に
なってくれてうれしかったわ」といってもらえた事が看護の喜びとなり、もっと頑張
ろうという原動力となっています。　　　　　　　　　　　　　　　 　　（ＩＣＵ勤務） 

 
●看護師は、人と人との繋がりのある素晴らしい職業であり、看護師として働くことが
できることを、心からうれしく思っています。みなさんも豊橋市民病院の看護師とし
て充実した日々を過ごしてみませんか。　　　　　　　　　　　  （脳神経外科病棟勤務） 

 
●豊橋市民病院は、卒後教育が充実しているため、定期的に技術チェックを行うなど、
先輩たちの指導の下、看護技術を確実に習得することができますよ。　 （内科病棟勤務） 

http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp

青竹no.37号-02  08.6.25 0:58 PM  ページ 11



青竹 平成20年6月30日 第37号!2

「診療情報管理士」という名称をご存知ですか？

患者さんの診察の際に治療内容や症状、検査記録などを書いたカルテと呼ばれる診療記録

があります。私たち診療情報管理士は、病院にとって重要な診療記録を専門に扱い、カルテ

の出し入れ、診療記録の内容のチェックの他、各種統計の作成に必要な疾病分類やがんの種

類などのデータを入力しています。

直接患者さんと接する機会はないのですが、「変化の速い医療の世界」これからも患者さん

のお役に立てるように努力していきたいと思っています。

業務委託先　㈱日本医療事務センター名古屋支社

医療相談室内に「がん相談コーナー」

が設置され1年となり、122名の相

談を受け、その概要を右記にまとめま

した。

「がん相談コーナー」では患者さん

や家族の様々な悩みや負担を少しでも

やわらげることを目標としています

が、力不足で一般的な助言にとどまり、

ひとりひとりに対して適切でないこと

もあります。症状の変化等、医療に関

わる部分については診察に当たってい

る医師・看護師に早めに相談してくだ

さい。

これからもがんの患者さんや家族の

心のケア、暮らしの支援に役立つよう

活躍してまいります。

がん相談内容（平成19年6月～平成20年5月） 

※複数相談あり 

相談内容 

がんの治療・検査 

症状・副作用等 

セカンドオピニオン 

受診方法・入院 

ホスピス・緩和ケア 

日常生活 

医療費・生活費 

漠然とした不安 

告知 

医療者との関係 

家族間の関係 

　計　 

対応方法 

面　談 

電　話 

　計　 

件数 

90 

32 

122

患者年齢 

20代以下 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代 

80代以上 

不　明 

　計　 

がんの種類 

不明 

眼・脳・神経 

食道 

　胃　 

大腸 

肝臓 

胆管 

すい臓 

　肺　 

　乳　 

子宮・卵巣 

前立腺 

腎・尿管・膀胱 

甲状腺 

リンパ・血液 

　計　 

相談者 

本　人 

家　族 

その他 

　計　 

人数 

69 

75 

2 

146

人数 

1 

6 

5 

22 

27 

29 

9 

23 

122

件数 

9 

6 

7 

13 

5 

5 

1 

7 

23 

7 

14 

8 

9 

1 

7 

122

件数 

78 

32 

21 

5 

21 

19 

7 

33 

6 

21 

11 

254

相談件数-122件 

医療相談室からのお知らせ
〈がん相談の１年〉

診療情報管理士からのメッセージ
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～院長からご返事します～

ご 意 見 箱

青竹 平成20年6月30日 第37号 !3

『ご意見ありがとうございました。2階20番の中央検査受付では、最初に受付の順番を決めるた
めの札を取っていただき、その札の番号順に受付を行い、その際にあらためて採血の番号札を
渡します。
20番受付の正面が「受付待ち」、採血室前とその奥が「採血待ち」と考えてレイアウトしてあ
り、受付の順番（番号）と採血の順番（番号）が混同することを避けるための措置です。
しかしながら、同様なご意見が毎年あることも事実でありますので、改善するよう検討してま
いります。今後とも貴重なご意見お待ちしております。』

ご返事

１．採血室の待合所の番号表示の件です。

私は、毎月採血に通っている者であります。9時頃になりますと、2階採血に25人ほどの患者さん
が待合室の椅子に座り順番を待ちますが、番号表の掲示が採血場所に設置されているので、2階の
待合室では見ることができません。番号案内を中央検査室受付の正面に設置していただけたら老人
や足腰の悪い患者さんが助かります。

『ご意見ありがとうございました。不快な思いをさせ申し訳ございませんでした。外来治療セン
ターで確認しましたところ、ご指摘のとおり足踏み型のゴミ箱の開閉時の音でした。早速、職
員に対し、患者さんのことを考え、充分注意して取り扱うよう指導しました。今後とも貴重な
ご意見お待ちしております。』

ご返事

２．外来治療センターで治療している患者です。

点滴中に頭の上で、『バッタン、バッタン』と音が鳴り出しました。何の音かと見渡したところ、足
踏み型のゴミ箱を開閉する音でした。この音が点滴を受けている患者にとって非常に違和感があり
ますので、対処の程お願いします。

『ご意見ありがとうございました。全ての病棟のデイルームのテレビの点検を早急に行い、壊れ
ていれば直ぐに対応する旨指示しました。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。今
後とも貴重なご意見お待ちしております。』

ご返事

３．デイルームのテレビの件です。

デイルームは入院患者の憩いの場所です。もっと気軽に長い時間テレビを見ていたいと思いますが、
今のテレビはほとんど見ることができないので、部屋に戻ってテレビを見ておりますが、テレビ使
用料が1ヶ月12,000円ほどかかります。
早急にテレビを交換してください。
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青竹 平成20年6月30日 第37号!4

『ご意見ありがとうございました。昨年7月から全館禁煙を実施するにあたり、敷地内でタバコ
を吸っている人を見かけた場合には、職員が注意をするよう呼びかけてまいりました。しかし
ながら、ご指摘のとおり屋上でタバコの吸殻を見かけることがありますので、職員に対し、注
意を呼びかけるよう再度徹底いたします。今後とも貴重なご意見お待ちしております。』

ご返事

４．タバコの吸殻の件です。

屋上に行って驚きました。吸殻の多さとタバコを吸いに来る人の多いことに本当に驚きました。全
館禁煙が守られていないです！また、吸殻を屋上に捨てに行くという非常識極まりない行為に驚く
ばかりです。

『ご意見ありがとうございました。日頃から、「豊橋市民病院に行けば何とかしてもらえる。豊
橋市民病院に行ったら何とかしてもらえた。」という病院になりたいと願っている中で、この
ようなご意見をいただいたことは、職員の励みになります。ありがとうございました。今後と
も貴重なご意見お待ちしております。』

ご返事

５．ありがとうございました。

初めての入院ですが、医師や看護師さんの優しい心配りや優秀さに感心いたしました。掃除もすご
く行き届いており、居心地がいいです。豊橋市民病院は最高です。
32年前、輸血によってＢ型肝炎になり、騒いでいる割には治療方法が見つからず、今回バラクルー
ドという薬と巡りあえたことが凄く喜ばしく、また命を戴いた気分です。Ｂ型肝炎患者の喜びの声
が聞こえてきそうです。
豊川市も市民病院を新しくする計画が進められていますが、是非豊橋市民病院のようになって欲し
いと願っております。
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青竹 平成20年6月30日 第37号 !5

偉大な松下電器の創始者である松
下幸之助先生が、身も心も豊かな、
繁栄の社会を実現したいと願いをこ
めて、時にふれ折にふれての感懐を
綴った短文の中から121篇を選んで
まとめた本「道をひらく」の中に、
人生を歩んでいくのに非常にためになる短文が沢山有
りましたが、２篇をご紹介したいと思います。
一つは、題名｢手さぐりの人生｣という短文です。盲

目の方は目が見えないのに、なかなかケガをしません。
むしろ目の見える人のほうが、石につまずいたり、も
のに突き当たったりしてよくケガをします。なまじっ
か目が見えるために、油断するからです。乱暴になる
からです。目の見えない盲目の方は手さぐりで歩みま
す。一歩一歩が慎重です。謙虚です。そして一足歩む
ために全神経を集中します。これほど真剣な歩み方は、
目の見える人にはちょっと無いと思います。人生で思
わぬケガをしたくなければ、そして世の中でつまずき
たくなければ、この盲目の方の歩み方を見習うのが良
いです。｢一寸先は闇の世の中｣といいながら、お互い
にずいぶん乱暴な歩み方をしているのではありません
か。いくつになっても分からないのが人生というもの
であり、世の中というものです。それなら手さぐりで
歩むほか道はないではありませんか。分からない人生
を、分かったようなつもりで歩むほど危険なことはあ
りません。分からない世の中を、みんなに教えられ、
みんなに手を引かれつつ、謙虚に、そして真剣に一歩
一歩踏みしめて行くことが大切です。お互いに人生を
手さぐりのつもりで歩いていきたいと思います。
そしてもう一つは題名｢生と死｣の短文です。人生と

は、一日一日が、いわば死への旅路です。生あるもの

がいつかは死に至るというのが自然の理法である限
り、ものみなすべて、この旅路に変更はありません。
ただ人間だけは、これが自然の理法であることを知っ
ていて、この旅路に対処することが出来ます。いつ死
に至るか分からないにしても、生命のある間に、これ
だけのことをやっておきたいなどと、いろいろに思い
をめぐらします。これは別に老人だけに限りません。
青春に胸膨らます若人が、来るべき人生に備えていろ
いろと計画するのも、これまた死への準備に他ならな
いと言えます。生と死は表裏一体です。だから、生の
準備はすなわち死の準備です。死を恐れるのは人間の
本能であります。しかし、死を恐れるより、死の準備
がないことを恐れた方がいい。人は何時も死に直面し
ています。それだけに生は尊いものです。そしてそれ
だけに、与えられている生命を最大に生かさなければ
ならないのです。それを考えるのが、すなわち死の準
備であり、又、生の準備でもあります。おたがいに、
生あるものに与えられたこの厳しい宿命を直視し、こ
れに対処する道を厳粛に、しかも楽しみつつ考えたい
ものです。以上がサブタイトル｢運命を切りひらくた
めに｣に載っていた２篇です。
私たちも与えられている生命を最大に生かし、人生

を皆さんに導かれ、謙虚に、そして真剣に一歩一歩踏
みしめ、手さぐりのつもりで歩いていきましょう。

運命を切りひらくために
豊橋市民病院長　小林淳剛

豊橋市民病院の理念
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。
８．安全医療の推進に努めます。
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お 知 ら せお 知 ら せ
眼科副部長　浅見　哲 先生が金賞を受賞しました。
2008年2月1日に横浜で開催された第31回日本眼科手術学会総会において、Ophthalmic Surgery

film Award 2008の授与式があり、教育部門においてGold賞を受賞しました。この賞は、眼科手術に関す

る映像を評価し、日本の眼科手術の発展のために役立てていこうということで、日本眼科手術学会で創設さ

れ今年で3回目になります。

この賞は3つの部門に分かれています。私が受賞した教育部門のほか、New Concept部門、手術テクニ

ック・合併症処理部門があります。約7分間のビデオを作成して応募し、審査を受けます。

応募作品は、「豚眼を用いた白内障手術教育」という題です。眼科の手術は対象が直径約25mmの小さい

組織で、ミリ単位の作業が要求されるため顕微鏡下での操作になります。その手術手技習得には長期間の練

習を必要とします。新人眼科医は練習材料として豚眼を用いて、十二分に練習を積み重ね、それが完璧にで

きるようになって初めて患者さんの手術を行なうことができます。しかし、豚眼は人眼に比べて組織の硬さ

の違い、白内障がない、という点で、手術の練習に適さない部分もあります。従って、その練習の仕方を間

違えると、逆効果となってしまう場合もあります。

現在に至るまで、実際の人の教育用手術ビデオはありましたが、特殊な練習を要する豚眼用の教育ビデオ

はありませんでした。そのため、各病院で思い思いの指導法でその教育が行われていたのが現状で、標準化

した指導法はありませんでした。そこで今回、豚眼練習の特殊性を

理解した上で、効率的な白内障手術練習の指針となるような内容の

ビデオを作製しました。

このビデオ作品は他の受賞作品とともに、協賛の製薬会社より

DVD化され、日本各地の眼科施設に届けられました。中部地区を

はじめ他の地域の新人眼科医に対しても、豚眼の練習、ひいては白

内障手術の質の向上に少しでもお役に立てることを願っています。

（眼科副部長　浅見　哲）

発行日/平成20年6月30日
発行所/0441-8570  愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地 10532-33-6111
発行責任者/委員長 鈴木道生

37
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豊橋市民病院は（財）日本医療機能評価機構の認定病院です。
安全で質の高い医療を効率的に提供するためには、医療機関の自らの努力が最も重要ですが、こうした努

力をさらに効果的なものとするために、第三者による評価を導入する必要があります。

病院を始めとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果、明らかとなった問題

点の改善を支援する第三者機関として、財団法人日本医療機能評価機構

は設立されました。

豊橋市民病院は平成9年12月8日に認定基準を達成しているとして、

同機構より認定されました。その後、平成19年12月8日に審査を受け、

2度目の認定更新がされました。

今後も、当病院の理念・基本方針に基づき、医療サービスの質の向上

を目指し、一層の努力をしてまいります。

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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