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新入職員へのメッセージ

社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院

理事長 松波 英寿

他者への共感はともに困難にたち心かう場を

生み出す。

やがて、これまでにない知恵と力が生まれ、

状況が変わり、不可能が可能になる。

このとき、人は理屈では説明できない何が不

思議なものを感じる。

それは「サムシング・グレード (偉大なる何

ものか)」 と0平6べきものだ。

その存在を信じられる限り、あなた方の努力

は必ず実を結ぶであろう !

私達のモットーである救急医療は、いつで

も、どこでも、誰でもが最良の医療が受けられ

るよう献身的な努力を重ねることだ。それに

よって地域の皆様から感001さ れると確信してい

る。さあ皆さん今日から頑張つて下さい。

当院では今年も52名 の新 しい職員を迎え

る。入職者への訓示を考えている中で、手にし

た雑誌にこう記されていた。一昨年逝去された

作家城山二郎さんが、商社マンの日常を描いた

「毎日が日曜日」という小説がある。ビジネス

マンにとって幸福な人生とは何かを追求したこ

の作品に、主人公が社訓を語る場面が登場す

る。「ワタシハ、アリニナル。ワタシハ、トン

ボニナル。シカモ、ワタシハ人間デアル」。ア

リのように黙々と勤勉に働けるか。トンボのよ

うに複眼でものを見ることができるか。何より

も血の通つた温がい人間の心を持つことができ

るか。アリ、トンボ、人間。この 3つのステツ

プには優れたリーダーヘのプロセスが見事に示

されている。アリのように働き、経験を積め

ば、仕事に関するさまざまな矢□識を覚えること

ができる。ただその多<は言葉で表現できない

「8音黙(あんも<)矢□(ち )」 で、そのままでは概

念化できない。そこで勉強を通した「形式知」

を得ることで経験と理論が結びつき、トンボの

ような複眼的な思者を身につけることができる

のだと・・・

一つは経験であり、自から苦しい経験を重ね

る中で見えて<るものがある。

人は苦しい状況になるほど人の痛みがわかる

ようになる。

平成21年4月着任した新任医師を紹介します
経歴 1980年 3月

1980年4月

1988年

1992年

2002年

2006年

岐阜大学医学部卒業

岐阜大学医学部付属病院で研修後

岐阜大学医学。8付属病院助手

岐阜県立岐阜病院総合内科医長

岐阜県立岐阜病院総合内科部長

岐阜県総合医療センター

総合内科部長

天体観望など

今日までの経験を生かし地域の皆様のお役2

立てるよう頑張りたいと思いますので宜しく

お願いします

■
氏名 :辰岡 浩樹

部署 :lT吸器内科

2004年 3月 大阪医科大学卒業
2005年 5月 西尾市民病院で初期研修
2006年 5月 公立学校共済組合

東海中央病院で内科後期研修

登山

地域の皆様E信頼さllる 医療を提供できる
よう頑張りをいと思います。
宜しくお願いします。
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眼瞼下垂 (がんけんかすい)

「まぶたのたるみJ 形成夕ヽ科
=6長

Jし 澤  健

1時間程のまぶた手術で肩こり・ 頭痛軽く

若いころと比べてま6たが下がつてきて重<
感 じる、うつとうしい、目が疲れやすいといつ

た悩みをお持ちの方も多いのでしようか !ま6
たが下がつて目が開きに<い状態を眼瞼下垂と

0乎 び、生まれつきの方やある種の神経疾患によ

る場合もありますが、多<は ま73iた の皮膚や眼

瞼挙筋 (き よきん)と いう本来まぶたを3き上

げる筋肉が年齢の経過とともに緩むことで生じ

ます。

眼瞼下垂になると無意識のうちに額の筋肉を

使つて目を開けようとして、

あどを上げて物を見るようになるので頭痛や肩

こりの原因にもなります。

額にしわが寄る、眉毛目の間が離れて<る、

眠そうに見えるなどといった外見上の変化も表

れてきます。

近年はコンタクトレンスの

普及や化粧の低年齢化傾向も

あり、若い人にも眼瞼下垂は

みられます。局所麻酔で 1時

間ほどの手術によつてこれら

の症状は改善します。「年の

せいだから仕方がない」とあ

きらめずにご相談<ださい。

編集委員が選んだ第22回サ ラ リ ー マ ン タIW「

,朝 バナナ 効旱あったの おんだけ

○胸 よりも 前に出るなと 腹に言 う

☆物なる奴 昔は贅人   今危険

□夢を持て 夢を持 ったが 夢だった

▼僕の嫁   国産なのに  事がある

△「ス トレスか ?」 間かれる上 司が その原因

■出来る人  出来ない俺が いるお陰

@「今 買いだ !」 デ1っ ちゃいるけど 金が■い

日本の国旗・日の丸

昔から、長寿者や悟りを開いた人は、早寝早

起きだと言われています。彼らは、早朝のエネ

ルギーを受け、心や身体を癒 していたからこ

そ、長寿であり、悟れたのでしよう。

又、日本人は、農耕民族でしたから、太陽

の、このすばらしい力を知り、崇拝し、国の象

■糖 尿 病 教 室 ※糖尿病が気になる方はどなたでも気軽にご参加<ださい。

◎基礎コース… 13日③、20日③、27日③、6月 3日③

3階講堂区て 午後20寺～48寺

◎春の特別請演…9日 0 3階講堂にて 午後20寺～48寺

◎毎週金曜日、5階病棟デイルーム2て 午後1時～2時

(基礎]―ス開催時 5階教室ほ開催されませんのでご了承<ださい。)

徴として、国旗を “日の丸"に

したのだと思います。

世界の、いや日本の気が病んでいるつ、私た

ちは自然にそった生き方に戻り、気の活用がで

きれば、 “生きる力"が身につき、波動のよい

国へと変わつてい<ことでしよう。
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