Doctor’s room

たかはし かずあき

名戸ヶ谷あびこ病院長

高橋 一昭

本年 4 月 1 日付けで名戸ヶ谷あびこ病院の院長を拝命いたしました。
私は昭和 55 年に千葉大学を卒業し、第一外科学教室に入局いたしまし
た。県立がんセンターをはじめ主に千葉市内の病院で外科の研修をした後、
大学に戻り麻酔・救急部に所属する傍ら免疫学教室にて腫瘍免疫学の研究
に携わりました。その後、縁あって昭和 62 年末より柏の名戸ヶ谷病院に
お世話になることとなり、この春まで外科医として東葛北部地域の救急医
療に関わってまいりました。その間、地域のメディカルコントロール協議
会副会長や柏市医師会の救急担当理事など、救急関連の様々な役職を務め
させていただき、最近では救急の標準化教育に微力ながら貢献させていた
だいております。
今回、名戸ヶ谷あびこ病院の院長を務めさせていただくにあたり、ここに 5 つの提言を掲げさ
せていただきたいと思います。
まず第一は、本院の理念でもある「全人的医療」を今後も目指してまいります。救急医療のみ
ならず、予防、福祉、介護をも視野に入れた医療サービスを広く提供していきたいと思います。
また、一人の患者さんに対し、専門医としてだけでなく一般医として全人間的な観点に立って診
察にあたることが大切であり、そのためには各科間の垣根を低くして横のつながりを強化してい
く必要があります。
次にカルテの電子化に伴う功罪を総括し、更なる医療の質の向上にいかに役立てていけるか検
討していきたいと思っています。ご存知のように現在の IT 化社会において、電子化の波は医療
業界をも巻き込んできました。確かに利便性において評価に値する面は多々ありますが、紙ベー
スになじんだ人間にとっては不自由な側面もあることは否めません。ただデータ処理や記録のツ
ールとしてだけでなく、診断や治療など患者さんにとってもっと利益をもたらす使い道はないの
か検討していきたいと考えています。
第三に我々は連携を大切にしていきたいと思っています。柏の名戸ヶ谷病院本院は言うに及ば
ず、近隣の医療機関や消防などと良好な連携関係を構築し、ベッドや医療資源などの有効かつ効
率の良い利用を目指していきたいと思います。顔の見える関係を大切にし、医者同士が密に連絡
を取り合い、その患者さんにとって最良の医療サービスを提供していきたいと考えます。
さらに医療の現場においては患者さんにしっかり結果を出し、やりがいのある職場を作り上げ
ていきたいと思います。いたずらに多忙な日常に埋没し、医療従事者自らが心身ともに疲弊しき
っていては、健全な医療を提供することは出来ません。自らの仕事にやりがいを見つけ達成感の
ある日々を送れるような職場を、医師が核となり作っていかなければならないと思っています。
最後に市民に向けて啓蒙活動を中心とした語りかけの場を増やしていきたいと考えています。
当院は最上階に手賀沼のみならず遠くには富士山をも一望できる展望入浴設備を有し、またギャ
ラリーとして利用可能な会議室も兼ね備えています。このような施設を広く市民に開放し、古く
から文化の街、我孫子に住む方々に活用していただきたいとも考えています。今後是非いろいろ
なアイデアをお聞かせいただければ幸いです。
以上、思いつくままに 5 つほど提言を述べさせていただきました。今後とも安心かつ健康的な
生活を維持するために当院を存分に利用していただき、地域の病院として皆様の手で育てていた
だければと思っております。以上簡単ではありますが院長就任のご挨拶に代えさせていただきま
す。今後ともよろしくお願い申し上げます。

～Topics～
・当法人専務理事の高橋一昭が、病院長に就任しました。
・高橋院長を含め、5 名の新入職医師を迎えました。
・新年度につき、外来表が変更になりました。
・人間ドックの割引キャンペーンを開催中です！

～新任医師のご紹介～
① 専門分野
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～看護部メッセージ～

名戸ヶ谷あびこ病院

① 外科一般
② ハルビン医科大学
③ 平成 9 年
④ 音楽鑑賞

看護部長

髙橋 やす子

当院は平成 24 年 11 月 23 日に開院し、5 ヶ月目を迎えました。本院で
ある名戸ヶ谷病院と同様の「全人的医療」と「救急患者を断らない」と
いう理念のもと、看護部も常に患者さんの立場に立って医療を行い、地
域社会のニーズに応えられる看護サービスを提供できるよう、日々精進
してきました。
開院当初より地域の多くの方々に当院をご利用いただき、職員一同大
きな支えとなっております。また、病棟オープン後もすぐに満床となり、
「患者さん一人ひとりに手厚い看護を」と思いつつも、行き届かぬ点も多々あったかと存
じます。すべての患者さんが安心してお過ごしいただけるよう、初心を忘れず精進してま
いります。
看護部は、
「看護ケア」と「接遇」に重点を置き、これを看護目標に掲げております。看
護師の教育の質を高め、名戸ヶ谷あびこ病院の「看護部の位置づけ」を強化していきたい
と考えています。
最後になりましたが、
「笑顔と明るいあいさつ」を忘れずに看護を提供していきますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

出張講演、
ご依頼ください！
NPO 法人やサークル
の活動に医療講座を
取り入れてみません
か？ 当院スタッフの
派遣、喜んでお受けい
たします！ 講演料・
交通費はいただきま
せんので、お気軽にご
相談ください♪
問い合わせ先：
広報企画部
電話：04-7157-2233
（内線 573）
E-mail：
kikaku@nadogaya.com

～人間ドック 名戸ヶ谷病院開院 30 周年記念 割引キャンペーン～
名戸ヶ谷病院開院 30 周年につき、人間ドック割引キャンペーンを開催中です！
①日帰りドック 42,000 円⇒半額
②日帰り脳ドック 42,000 円⇒半額
①＋②併用ドック 63,000 円⇒半額 日曜･祝日･早朝含めて、毎日実施しております！お申込
み･お問い合わせは、お気軽にご連絡ください♪ なお、本キャンペーンは健保･事業所･市町
村等からの補助金が無い、全額窓口負担の患者さんのみ対象です。 健康管理課（健診センター）

～病児･病後児保育所 たんぽぽルーム～
当院内では、我孫子市役所保育課による病児･病後児保育所を開設し、子育てと就労の両立を
支援しています。詳細は我孫子市ホームページの子育て支援サービスのページをご覧いただく
か、右記までお問い合わせください。 直通☎04-7157-2265 月～土曜 午前 7:00～午後 7:00

～病児･病後児保育所 たんぽぽルーム～

名戸ヶ谷あびこ病院 公開医療講座

救急医療

－その現状と課題

～ＡＥＤ講習を含めた緊急時の対応～
社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷あびこ病院長 高橋 一昭
救急医療は、医の原点。
「迅速な 119 番通報」
「迅速な心肺蘇生法」
「迅速な除細動」「迅速な 2 次救命処置」
・・・。急性病態は、時
間とともに変化します。心肺停止状態では、早期の適切な蘇生処
置如何が、予後・救命率に大きく影響します。
名戸ヶ谷病院本院は昭和 58 年の開設以来 30 年が経過しました。
今回は、救急医療の現状と課題についてお話しさせていただくと
ともに、AED の実践講習を含め、緊急時の対応についてもわかり
やすくお話しさせていただきます。
講師略歴：昭和 55 年千葉大学医学部卒業、同第一外科出身。専門は消化器癌、救急外科全般で、
千葉県東葛地区メディカルコントロール協議会評議委員も務める。
資格：日本外科学会専門医・日本救急医学会専門医・日本救急医学会認定ＩＣＬＳコースディレ
クター・ＪＡＴＥＣインストラクター・ＪＰＴＥＣインストラクター

２０１３年

５月１６日(木) １４：００－１５：３０

名戸ヶ谷あびこ病院(市役所手前) ７階 大会議室
参加費：無料

定員：１００名（申込み順）

主催:名戸ヶ谷あびこ病院

後援:ＮＰＯ法人 ふれあい塾あびこ

お申し込みは、名戸ヶ谷あびこ病院受付 または 名戸ヶ谷病院受付まで、もしくは下記宛先へのお
電話、Ｅメールにてお願いいたします。
※Ｅメールでのお申し込みの際は、お名前とお電話番号を必ずご記入ください。
電話番号：０４-７１５７-２２３３（名戸ヶ谷あびこ病院代表番号）
Ｅメール：t-sato@nadogaya.com
名戸ヶ谷あびこ病院 広報企画部 担当 佐藤 朋子 宛
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