
 

 

・ 患者さまの権利を守ることを第一とする 

・ 患者さまとのコミュニケーションを大切にする 

・ 常に医療倫理の元に行動する 

・ 医療安全管理の基本を怠らない 

・ 良い接遇は良い医療を生み出すことを銘記する 

 ・ 良質で心温まる医療 

 ・ 奉仕の精神 

 ・ 研鑽と謙虚 

基 本 方 針 
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新年を迎えて 
 皆さんあけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

昨年1月、トランプ大統領が就任いたしました。アメリカ合衆国の多くの国

民は、心地よい言葉より現実の問題点を解決してくれる大統領を待ち焦がれて

いたものと思われます。しかし現実には多くのしがらみがあり思うように実行

するには大変な努力が必要で、結果として今のところ混乱を招く情勢になって

います。ChangeやYes we can等の響きのいい言葉にはいつの時代も大衆を引

き付ける魔法の力がありますが、なかなか長続きしません。 

 医療制度改革も過去に何回も行われ、人口動態や経済情勢により変化してき 

ました。たかの橋中央病院も今年で開設以来30年を迎えようとしています。 

 一世代とは子供が生まれその子が成長し子を設けるまでの期間、約30年といわれています。理事長は今

でも先頭に立って診療され、皆に模範を示そうと努力されています。たかの橋中央病院は医療機器も充実

して新しい診療に取り組んでいる病院だと評判の病院でした。それだけこのクラスの病院にしては高額の

設備投資をしてきたわけですが、大病院志向により患者数が減少してくるとやはり重みとなり、老朽化し

た施設や設備の更新はしなければならないし、高額な診療報酬が得られる重症患者はもっと大規模な超急

性期病院に流れ、診療報酬の手技料が上がっても我々のような中小病院ではそれの恩恵も得られず苦戦し

ているのが現状です。 

 私たちのミッションは医療を通しての社会貢献です。病院の理念にある「良質で心温まる医療」を追求

し地域の人たちに選んでもらえる病院にしていくためには、ある程度の収入は確保しなければ老朽化した

施設の整備や機器の更新もできませんし、従業員が満足できる処遇もできません。過去30年で培った信頼

を失わないように、またそれ以上の社会貢献ができるように職員の奮起が必要です。 

 当院のブランド力は何といってもガンマナイフ、結石破砕、静脈瘤やリンパ浮腫の治療、口腔外科、そ

れに長年努力されてきた花粉症を代表とする耳鼻科領域のアレルギー疾患の治療です。これらを中心にし

た専門性を生かしバランスの取れたハード、ソフト両面での再編成を今後考えていくことになります。少

し馬力を付けるために後退しなければならないこともあるかと思いますが、今後とも継続して地域に無く

てはならない病院になるため我慢も必要かと思われます。いずれにしても進化していかないと生き残れま

せん。 

 今年は電子カルテ化に向け舵を取ります。その次は医局、診察室、手術室などの構造を見直し、安全で

患者さん及び従業員の満足度の改善に努力いたします。この一年変化を恐れず進化していきましょう。 

院長 大庭 治 



 

 

 

ノロウイルスについて 

 
  新しい年が明け、皆様良い年を迎えることが出来ましたでしょうか？ 

 さて、冬も真最中。今季はインフルエンザの流行がマスコミの話題を 

賑わせていますが、ノロウイルスも忘れては困ると言っております。 

 感染性胃腸炎・感染性下痢といえば、冬～春はノロウイルス・ロタウイルス。 

夏を中心に春～秋は最近カンピロバクター、大腸菌、サルモネラ等というのが 

定説です。 

 ノロウイルスの症状は、嘔気・腹痛にはじまり、嘔吐・下痢の両方か片方、 

発熱（半数は軽度）、筋肉痛、倦怠感等。治療は、脱水対策が主となり、 

水分、電解質、糖分の補給。 

 通常2～3日の症状出現の後に軽快します。ただ、乳幼児や高齢者は重症化することがあるので注意が必要

です。と、書いてしまえばそんなものかとなりそうですが、このウイルスの恐ろしさは、何といっても感染力

の強さにあります。平均18個のウイルスで感染が成立してしまうのです。 

 さらに感染経路の多彩さが特徴でしょう。経口感染なのですが、単純に食べ物から感染するのは全症例の

1/3程度です。加熱処理の不十分な貝類等の摂取によるものは判りやすい例ですが、加えて複雑なのは、患者

の吐物・糞便等の排泄物の乾燥等によりエアロゾル化したウイルスによる“飛沫感染”。患者の排泄物への接

触、患者が接触した器具設備（トイレのドアノブ等）に接触して感染する“接触感染”。 

これらは総じて“ヒトーヒト感染”ということになります。これが全症例の2/3を占め 

ているのです。 

 ウイルスそのものは環境中で数週間～数ヶ月感染力を維持しています。 

 そのウイルスが患者の吐物・糞便内に大量に排泄されており、症状軽快後も糞便内には 

２～3週間排泄され続けます。 

 さらにウイルスの遺伝子型があり、治癒後3ヶ月以上で再感染し得ることが判っており、

生涯に何度でも感染し得るのです。この為、重要なことは二次感染予防です。このことを頭においておかなけ

れば家族間、老人介護施設、病院、福祉養護施設、保育所、小学校等ですぐに集団感染という事態を招いてし

まいます。“接触感染”の予防策を徹底することが必要です。流水で手洗い、うがい、マスク、換気、トイレ

等の器具・設備の消毒(※A)等です。そして、患者のウイルスを大量に含んだ吐物・糞便等 

排泄物の処理です。 

これを厳重に下記の手順で行ってください。 

①処理者は使い捨てエプロン、マスク、手袋を装着（使い捨て用がなければ捨てて 

 も良いもの） 

②ウイルスのエアロゾル化防止の為、ペーパータオル等を汚物に被せ消毒液(※B) 

 の消毒液を染み込ませ、静かに汚物を取り除き、新しいペーパータオルの上から 

 消毒液(※B)をまき拭く。 

③その後水拭きをし、使用したペーパータオル、エプロン（ガウン）、手袋、マスク等を 

 排泄物と共にビニール袋に入れて密封して処理する。 

     ✏消毒方法 85度の熱湯で1分以上の加熱をする。 

     ※消毒液 家庭用塩素系漂白剤（ハイター、ブリーチなど）の濃度は、約5％です。 

   A.衣服や器具・ドアノブ…キャップ半分弱（約2ml）の消毒剤原液を、ペットボトル１杯 

（500ml）の水で200ppm（0.02％）の消毒液 

   B.吐物・糞便等排泄物…キャップ2杯（約10ml）の消毒剤原液を、ペットボトル１杯

（500ml）の水で1000ppm（0.1％）の消毒液 

  注意1. 消毒する場所の材質に注意してください 

  注意2. 誤って飲むことがないように印をしてください 

 

皆様のご家庭や職場では以上のことに気をつけて、快適な暮らしを送ってください。 

 なお、当院では院内感染対策のため、ＩＣＴ（感染制御隊）が常に厳重な対策と処置を講じておりますので 

ご安心ください。それでは、今年が良い年でありますように！ 
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内科部長 内科消化器科  

   中村 雅之 
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クリスマス会 
 昨年12月20日、サンタクロースやトナカイに扮した病院スタッフ達が入院患者さんのお部屋を回り、 

少し早いクリスマスプレゼントをお届けしました。 

仁鷹会 合同研修会について 
 今回の合同研修会は発表者として参加しました。抄録やパワーポイントの作成には先生や先輩方にご協

力いただき、乗り切ることができました。車椅子管理について発表しましたが、限られた時間の中で自分

の考えをまとめ、述べることの難しさを感じました。発表する機会をいただき、緊張しましたが、私自身

にとって貴重な経験となりました。 

 今年度は前川・小川法律事務所 弁護士前川秀雅氏による「医療裁判の動向と医療事故発生後の対応に

ついて」の教育講演でした。医療崩壊がニュースで取り上げられるなかで、医療裁判や裁判所の考え方の

変化について、最近の医療裁判の動向を含め解説していただきました。実際に医療現場で働くなかで、ど

のように認識し、解決していくのかなど、職員一人一人が考える機会となったと思います。 

 チーム活動報告、一般演題では会場からの質問などから、より良い医療や介護などを提供するためにど

うすれば良いのか、課題も見つかったのではないでしょうか。今回、合同研修会に参加し、改めて患者さ

ん、利用者さんのために日々考え、チームとして連携し対応していかなければならないと感じました。 

 

                         リハビリテーション科 理学療法士 長妻 友和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑  合同研修会の様子  ↑ 



 

 

外来診察担当医表 平成30年1月１日現在 
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診療科   月 火 水 木 金 土 

耳鼻咽喉科 午前 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 

 午後 林（鷹） 
診察/手術 

手術がある日 

16：00～診察 
林（鷹）  林（鷹） 

レーザー手

術  

泌尿器科 
午前  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 （林睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 
（林睦）/井上 

/岡 

    手術 手術   

 

午後  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 

手術  

林（睦）/井上/岡 

  排尿障害 

尿失禁外
 

15：00～17：00 

井上 
15：00～17：00 

井上 

外科 午前  真島 手術/広大   真島  

 午後  手術/真島  広大病院  手術/真島  

血管外科 午前  春田 手術   硬化療法 春田  

 午後  手術  春田  手術  

乳腺外来 午前       片岡 

内科 

午前 

１診  保澤（糖尿）  大庭 麻奥 保澤（糖尿） （石井）

 ２診 麻奥 小泊 阪田 小泊 麻奥 阪田 

 ３診 盛生 中村 松本  中村 中村 

 循環器外   北川    

 

午後 

１診   田妻（胆石） 大庭 

  

 保澤（糖尿） 

   ２診 阪田 阪田 麻奥 阪田 

 ３診  （中村）  中村  

整形外科 午前 久保田/手術 瀬分 久保田 久保田 久保田/手術 山崎 

 午後 久保田 瀬分 久保田 手術  瀬分   

歯科口腔外科 
午前 吉賀 9：00吉賀 

10：00～12：30 
吉賀 吉賀 吉賀 吉賀 

 午後 手術 
全身麻酔 

手術 
手術  手術 

全身麻酔 

手術 

脳神経外科 午前 秋光  秋光（橋詰）  秋光（橋詰） 秋光  秋光（橋詰） 橋詰 

 午後  秋光（橋詰）  秋光（橋詰）  秋光（橋詰）   

皮膚科 午前 江草   江草    

※脳神経外科においては、紹介患者のみの予約外来となっています。           田妻Dr  第1（火） 16：00～18：00 

※乳腺外来・歯科口腔外科外来につきましては、要予約となっています。               他（火）  14：30～ 

※血管外科の硬化療法は要予約となっています。                    

※泌尿器科の林（睦）医師の土曜日の診察は、第4土曜日のみとなります。第4木曜日は休診となりますのでご注意ください。 

※皮膚科の診察は9時から12時までになります。                                                                         

               診療時間  

平日 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 水曜日、泌尿器科は受付12：00まで 

午後  １４：３０～１８：００ （受付１８：００まで）  ※ 水曜日、泌尿器科午後休診 

木曜 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 泌尿器科は受付12：00まで 

午後             休診  

土曜 
午前    ９：００～１３：３０ （受付８：３０～１３：３０まで） 

 ※ 歯科口腔外科は受付12：30まで 

 ※ 外科午前休診 

午後             休診  


