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相生山病院外来担当医師表

相生山病院の基本方針

相生山病院の理念

「まごころ」
1.  医療の主人公は患者さまであることの自覚を深くし、当院が定めた患者さまの権利の擁護
者として、患者さまと共により良い医療を目指します。

2.  地域の皆様のために医療・保健・福祉サービスにおいて精一杯貢献します。
3.  24時間対応の救急医療を実施します。
4.  病・診連携、病・病連携（他の病院や診療所との連携）を密に行い、患者さまに常にご安心
とご満足を頂けるあらゆるご要望にお応えします。

当病院においてお気付きの点がご
ざいましたら、お気軽に「ご意見
箱」へお願いいたします。

外来診療責任者　副院長　松浦　昭

急患の方はいつでも診察いたします。

上手な医者のかかり方

相生山病院では、皆様方のご健康を願い「健康になってちょ!」と題して健康教育講座を設けております。どうぞお気軽にご参加ください。

講演会のお知らせ

講座内容が変更になる場合があります。ご了承下さい。

●防災について　―当院の防災への取り組み― 相生山病院　看護部

※都合により第2週以外になる場合があります。

場　　所 開催日時相生山病院5階会議室 2ヶ月に1回（奇数月）第2土曜日　午後3時～60分間

9月10日

●胃腸を大切にして健康寿命を延ばそう 相生山病院副院長　松浦　昭11月12日

治療は医者との協同作業です。医者との付き合い方のコツをお話し
します。

問診が一番大事です。診療の出発点、人間関係の出発点ですから。
病歴には社会歴（仕事の内容や家族構成）、家族歴（家族の病気）、
既往歴（過去にかかった病気で完治したもののみ）と現病歴（既存症
と現症）があります。過去にかかった病気で完治していないものと今
治療中の病気とが持病＝既存症になります。今回受診する理由になっ
た病気が現症です。「歴」というように、いつか（時期）がポイントです。
こうして患者さんが今抱えている病気全部を把握することで、今回の病気の治療を支障なく進
めていくことができます。
くわしい問診（いつから、どこが、どのように、どんなときに）で診断をかなり絞り込めます。
アドバイス① ：今までにかかった病気、治療中の病気、今回の症状経過のメモを持参してくだ
さい。健診結果もあればいっしょに。

慢性の病気の治療のかたちの目標は、自己管理法をマスターすることにあります。
主治医の役割とはその人の健康問題のすべてに継続して関わり、公式記録を残すこと。患者さ
んにとってこの世でただひとりの存在―と私は考えています。
アドバイス② ：病気について自分で調べましょう。インターネットが便利です。
アドバイス③ ：医者にどんどん質問しましょう。医者は患者に育てられます。
アドバイス④ ：自己管理法を学びましょう。「お任せ」から独り立ちへ。

医者の治療方針に疑問があるときはセカンドオピニオンという方法もあります。
余儀なく転医せざるをえない場合、必ず紹介状を書いてもらってください。次の医師にとって
これまでの診療経過は大変重要ですし、責任の引き継ぎが必要です。
アドバイス⑤ ：転医の際は必ず紹介状を書いてもらってください。ついでにそのコピーもお願
いしてみてください。

（平成27年７月11日相生山病院地域医療講座講演より）

相生山病院　副院長　鈴木　滿

＜初診―出会い＞

＜診療を続ける―共に歩む道＞

＜医者を変わるとき―別れ＞
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当院では長期療養患者様に、治療以外の生活の楽しみを感じていただき、療養生活に活気を持
って頂くことを目的にボランティア活動を行っていただける方を受け入れています。
平成28年2月13日㈯に「合唱鑑賞会、コーロ・リベルタ」、4月23日㈯に「豊明和踊会」、また
6月4日㈯には「手品と歌、絆会」が行われ、患者様はそれぞれ楽しい時間を過ごされていました。
清水会では、相生山病院及び関連施設でボランティア（楽器の演奏から食事介助や身の回りのお世話・話し相手に
なって頂ける方）を募集しています。どうぞお気軽に医療福祉相談員 井川までご連絡ください。

れていました。
話・話し相手に

6月4日　手品と歌、絆会①4月23日　豊明和踊会2月13日　合唱鑑賞会、コーロ・リベルタ
②

③



頑張り
ます！！

「「　　　　走る院長」　　　走る院長」「　　　　走る院長」第4回

相生山病院　院長　佐藤　貴久　
皆さん、こんにちは。久しぶりに走る院長シリーズ復活です。私は今までマラソンを中心に報告してまい
りましたが、実はトライアスロン歴も4年になります。今回は、今シーズン初レースとなった長良川ミドル
トライアスロン大会（2016.5）について書いてみたいと思います。
トライアスロンはスイム、バイク、ランの三種目を行う競技です。今大会は、参加者350名程度で、ネー
ミングの通り長良川で行われるミドルタイプ（ロングの半分で長距離：102km）のレースです。また、トラ
イアスロンでは混雑緩和のため、時間を分けてスタート（ウェーブスタート）します。僕は第2ウェーブ（赤
キャップ）で、号砲と共にスイム2km（1kmを2周回）スタート！本当は、少しきついくらいで泳いだ方が速
いのですが、ミドルで最後まで体力が持つか心配だったので、無理をし過ぎず、気持ちよく泳ぎ始めました

(;^ω^)。ほどなく、2分前にスタートした第1ウェーブ（白キャップ）
の選手達に追い付きます。すると、遂にバトルスタート！トライアスロン
では、スイムは他の選手と近い距離で泳ぐため、殴る、蹴る、沈める、
上に乗る等ということが普通に行われます（笑）。これを専門用語でバト
ルといいます。結構沈められたり、足を引っ張られたりしました (;^ω^)
また、スイムでは誰かの真後ろで泳ぐと水流で楽に速く泳げます。です
から、速い人の後ろで泳ぐのが最速タイムに繋がるのですが、今回付く
べき最善の人が見当たらず、仕方なく先頭で泳いでいました。気持ちよ

く泳いでいたにも関わらず、2周目で足が攣ってしまいました( ;∀;)（まずい！スイムで足が攣るレースは大
体駄目レースになる！(>_<)）キックが打てなくなり、ペースは落ちましたが、何とかスイム終了です（スイ
ム2km：39分50秒：23位）。
続いてバイクですが、僕は3種目の中ではバイクが一番得意です。水分と塩を摂取し、何とか痙攣は治ま
りました。しかし、痙攣の影響なのかその後も上手くペダルが踏めず、スピードが上がりませんでした。た
だ、それでも何とか抜いていける状況ではありました。長良川の平坦な河川敷13.3kmを6周回ですが、1周

目の最後のあたりで、再度完全に足が攣りましたorz（やっぱりスイムで
攣るときはダメだな～今日は無理だな～）絶望感が脳裏を過ります。完
全に攣ってしまったので、足を止めてストレッチをし、足をパンパン叩
き、塩と芍薬甘草湯（痙攣止め）と水分を大量に摂取しました。痙攣が
治まり、何とか漕ぎ始めます。向かい風では37km/hを、追い風では
40km/hを切らないスピードで走りました。（それにしても暑い！）ボトル
の水は無くなり、給水ボトルも取り損ねますorzそして、また痙攣して来
ます(*_*;（よし！バイクでは無理をせず、ランに足を残そう！）などと都合
の良いことを考え、更にペースは落ちていきました（笑）得意なバイクで

抜かれることはあまりないのですが、2人に抜かれ、終了しました（バイク80km：2時間11分41秒：11位）。
そしてランへ。バイクでは足を残したつもりだったので、ランはフォームを意識
して走り始めました。通常のマラソンと同じバネを使った走り方です。この走り方
は足に負担がかかりますが、最速走法です。しかし、案の定1km程度走ったところ
で右大腿、左大腿、右後大腿が一気に攣りました( ;∀;)流石に耐えられず、立ち止
まってストレッチ。その後も走れず歩いてしまいました(;^ω^)塩と水分を大量に
補給すると、痙攣は漸く治まりました。ゆっくり走り始めますが、また直ぐ攣りそ
うになります(-_-;)（やはりスイムで攣る日はダメだ、、、orz）そして、フラフラ
になりながら何とかゴールしました（ラン20km：1時間30分29秒：23位）。ゴール
後も足が痙攣しそうだったので、水分を2Lくらい飲んで、漸く落ち着きました。
脱水も相当なものでした(;^ω^) 
総合タイムは4時間22分8秒、総合順位13位、年代別順位2位でした。結果は散々
足が攣った割にはまあまあでした。今シーズン初レースは全種目痙攣という洗礼を受けましたが、漸くやる
気が出てきました。これから益々練習をし、いい結果を出すぞ！と心に誓った次第です(^-^)
趣味は、楽しみ、喜びの他、適切に行えば生活にメリハリができ、生活リズムを改善させてくれる効果が
あります。皆さんも趣味を持ち、趣味に打ち込むことで仕事も私生活も充実したものになると思いますよ。
皆様の趣味も応援しています！頑張って下さいねヽ(^o^)丿

森本 裕子
1月21日㈭から 2F 看護師

2F 看護師2F 看護師2F 看護師

3F 看護師2F 看護師2F 看護師

2F 准看護師2F 看護師3F 看護師

理学療法士2F 看護師・パート2F 准看護師

4F 看護師2F 看護師臨床検査技師

2F 看護師4F 看護師・パート4F 看護師・パート

2F 看護師2F 看護師経理・パート

新しい環境で分からない事も
多くご迷惑をかけることも多
いと思いますが、一生懸命努
力していきたいと思います。
宜しくお願いします。

趣　味：料理、犬

梅田 翔子
4月1日㈮から

4月から岐阜から愛知へ引っ
越してきました。新たな環境
で不慣れな部分が多いと思い
ますが、1日も早く戦力とな
るように積極的に頑張ります。
宜しくお願いします。

趣　味：旅行、ダイビング

河村 　瞳
4月1日㈮から

ご迷惑をおかけする事も多い
かと思いますが、早く皆様の
戦力となれるように頑張りま
すので、ご指導よろしくお願
いします。

趣　味：ジム

木村 　希
4月1日㈮から

まだ経験も浅く、内科は初め
てなので不慣れな事も多いで
すが、馴染んでいけるよう頑
張ります。宜しくお願いしま
す。

趣　味：買い物、音楽鑑賞

二ノ宮 千穂
4月1日㈮から

新たな職場で働くため御迷惑
をお掛けする事もあると思い
ますが宜しくお願いします。

趣　味：旅行

永見 真子
4月1日㈮から

新たな職場で不慣れな事が多
く迷惑を掛けると思いますが、
早く職場に慣れて、戦力にな
れるように頑張りたいと思い
ます。

趣　味：犬と散歩

若松 厚美
4月1日㈮から

４匹の犬を飼っています。晴
れた日にはよく散歩へ出かけ
ています。新しい環境にも早
く馴染んでいけるように頑張
ります。

趣　味：ショッピング、散歩

伊藤 真奈美
4月1日㈮から

不慣れな事が多く、ご迷惑を
お掛けする事もあるかと思い
ますが、精一杯頑張りますの
で、宜しくお願いします。

趣　味：買い物

宮崎 沙弥香
4月1日㈮から

まだまだ不慣れな事が多くご
迷惑をお掛けすることもある
と思いますが、早く戦力にな
れるよう頑張りたいです。宜
しくお願い致します。

趣　味：買い物

金澤 京哉
4月1日㈮から

病院で働くのは初めてなので、
期待と不安でドキドキしてい
ます。早く、一人前の看護師
になれる様に、努力していき
たいと思っています。

趣　味：ショッピング

内田 知見
4月1日㈮から

初めての看護職でご迷惑を掛
けることが多いと思いますが、
精一杯努力し、一日でも早く
戦力になれる様に努めていき
たいと思います。

趣　味：登山、マラソン

渡邉 みづえ
4月1日㈮から

久々の看護師復帰で分からな
い事が多くあり、ご迷惑をお
掛けすることもあると思いま
すが、頑張りますので宜しく
お願い致します。

趣　味：ソーイング

角　 元太
4月1日㈮から

丁寧な仕事を心掛けていきま
す。宜しくお願い致します。

趣　味：キャンプ

太田 淳子
4月1日㈮から

ご迷惑をお掛けするかもしれ
ませんが精一杯頑張ります。
宜しくお願いします。

趣　味：子供とマリオカート

鈴木 香央里
4月21日㈭から

急性期の病院で4年間働き、相
生山病院に来ました。ご迷惑を
おかけする事もあるかと思いま
すが、早くスタッフの一員とし
て皆さんと働けるように頑張り
ますので、宜しくお願いします。

趣　味：ドライブ

伊藤 奈々
4月21日㈭から

新たな環境で慣れない事が多
いと思いますが、仕事と家庭
と両立できるよう頑張ります。
宜しくお願いします。

趣　味：ショッピング

徳田 海子
4月21日㈭から

新しい環境でご迷惑をおかけ
する事もあるかと思いますが、
頑張りますので、どうぞ宜し
くお願いします。

趣　味：散歩

菅原 純子
4月21日㈭から

4才の息子と1才の娘がいます。
4年半のブランクがあります
が、一生懸命学び、早く仕事
に慣れるよう頑張りたいと思
います。宜しくお願いします。

趣　味：ドラマ鑑賞

石原 美保
5月9日㈪から

病棟看護初心者ですが、看護
感を深めるために色々と学ん
でいきたいと思います。宜し
くお願い致します。

趣　味：旅行

鶴見 志帆
5月11日㈬から

水曜と土曜にアルバイトで入
りました。早く皆さんの顔と
仕事内容を覚えられるように
頑張ります。宜しくお願いし
ます。

趣　味：音楽をきくこと

堀川 加奈恵
 6月1日㈬から

緊張しがちなので、笑顔で明
るく仕事ができるよう心がけ
たいと思います。宜しくお願
いします。

趣　味：映画鑑賞

丹羽 　栞
 6月1日㈬から

ご迷惑をおかけすることも多
いかと思いますが、一生懸命、
笑顔で頑張ります。宜しくお
願いします。

趣　味：スポーツ、音楽鑑賞、買い物

新しい仲間です。新しい仲間です。
よろしよろしく！
新しい仲間です。新しい仲間です。
よろしよろしく！
新しい仲間です。
よろしく！


