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｢一日一触｣
患者さまとの温かなこころの
ふれあいを大切にします。

安全で安心できる医療を、十
分な説明と患者さまの同意の
もとに、もてなしの気持ちをも
って提供していきたいと考え
ています。患者さまを頂点とし
て、紹介する医療施設のトラ
イアングルの良好な関係を築
いていきたいと思います。
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毎日食べたものが血となり肉となり
30年経ちました。

理事長　近藤 正一

　“身を粉にして地域医療に尽くす”という主旨

でこの里塚に病院を建ててから30年経過しまし

た。設立当初、周辺はまだ牧草地や畑がほとんど

で、札幌市の東部地区開発計画が進み、砂埃が

舞い上がる状態でした。時を経て地域の皆様に

信頼していただけるようになり、患者さんの数も

増加して、少しずつでも地域に根ざすことができ

るようになったのではと自負しております。

　当院は総合病院ではありませんが、身近に

起こる病気の多くを地域完結型で診ることが

できます。又、当院の守備範囲にない疾患や、

重症度の高い症例、緊急性が高く高度医療を

要する疾患なども、医療連携システムを通じて

適切に対応できるようになっています。安心と

安全、医療技術の向上、さらに接遇などでの患者

さんの満足度を向上させる目的で院内研修や、

外部での研修、トレーニングにも積極的に取り

組んでいます。

　ごく当たり前ながら、人間は物を食べて、それが

血となり肉となり生きています。でも一般的に

あまり知られていないと思うのですが、古くなった

細胞は自ら死んだり、壊されたりしているのです。

数年経つと体中の細胞が（神経細胞は除く）全部

新しく食べた食べ物に置き換わっているのです。

DNAが新しく体を作る時に、以前と違う個体に

ならない様に設計図を持っていて、製作の指揮

を執っているのです。

　病院という組織も日々新陳代謝して新しい知識

や考え方、物、人が入れ替わりながら成長してい

ます。人間のDNAにあたる基本方針をしっかり

と認識し、古いものを大切にしながらも、悪いもの

や間違ったものを捨てて、癌のような悪性のもの

が芽生えないよう、注意深く見守っていかなけれ

ばなりません。そして日々新しく良いものを取り

入れて、さらに質が高く、住民の方々に満足して

いただけるような医療を提供して参りたいと考え

ています。

　40周年へ向けて全職員ががんばりますので、

今後も暖かく見守っていただければ幸いです。

30年を振り返って

院長　鴇田 文男

　まずは、北海道胆振東部地震で被害を受けら

れた皆様に心よりお見舞いを申しあげます。当院

は、札幌市清田区里塚地区に位置しており、近隣

には甚大な被害を受けられた方々が沢山いらっ

しゃいます。一日も早い復旧により、通常の生活

に戻られることを心からお祈り申し上げます。

　さて、札幌里塚病院は、平成30年9月で開院

30周年を迎えました。このような長い期間、この

地域で診療に携わることが出来たのは、とても

光栄なことですし、これからも続けていきたいと

考えております。

実は、この病院が産声を上げた昭和63年に、私

は医師免許を取得しました。したがって、私の医

師の経験年数と、札幌里塚病院の歴史は、ほぼ

同じ歳月ということになります。偶然にも重なった

この30年を振り返ってみますと、日本の社会に

おいても色々な出来事がありました。

　まず、当院が開院した昭和63年に青函トンネル

が開通しました。今では、そのトンネルを通って、

北海道に新幹線が来るようになりました。当時、

北海道から新幹線に乗って東京に行くのは夢の

ような話でした。開院翌年の平成元年には、日本

で初めて、消費税が導入されました。今考える

と、たったの3％でしたが、当時は、商品の値段が

とても高くなった印象がありました。この頃から、

病院を取り巻く環境が徐々に厳しくなってきた

ような印象があります。また、私がこの病院に

赴任した平成13年の9月には、アメリカ同時多発

テロ事件がありました。仕事を終えて、自宅で

テレビを見ながら、夕食をとっていると、飛行機

がニューヨークのビルに衝突する衝撃的な映像

が流れ、とてもショックだったのを鮮明に覚えて

います。この頃から、世界中でテロが多発するよう

になった気がします。災害や、殺伐とした事件や

事故が取り巻く今の世の中ではありますが、札幌

里塚病院内では、安心、安全で快適なホスピタリ

ティを、皆様に提供できるような環境づくりを

目指していきたいと考えております。

　この30年で、徐々に地域に根差した病院になり

つつあると実感しながら、日々診療をさせていた

だいております。ときには、みなさまから厳しい

お言葉を頂戴することもありますが、当院職員は

住民の皆さまのお声に耳を傾け、日々努力して

おります。これからも、この地で、地域の医療に

少しでもお役に立てるように努力を続けて参りま

すので、ご指導のほどよろしくお願い致します。
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看護部長　木村 辰巳
　開院30周年にあたり寄稿の機会をいただきました
ので、今、私が思うところを書かせていただきます。最近、
何かと話題となっている人工知能（ＡＩ）。その実力は自動
運転やロボット等、さまざまな分野で活用が進んでい
ます。医療分野でも例外ではなく病気の診断補助、手術
ロボットや介護ロボットなど研究開発が加速していま
す。今後ＡＩはどんな技術で、何が出来るようになるの
か、未来の医療はどのように変わっていくのか個人的に
も興味が沸いてきます。
　日本は少子高齢化が進み、看護師の需要と役割に大き
な影響を与えています。少子化により看護学生の確保が
困難な状況が発生しており、高い離職率と併せて、慢性
的な人員不足となっています。そんな中で看護師の役割
がますます重要になってきています。今後、更なる高齢化
により、長く病を抱えながら生活する人々が増加すること
が考えられます。これに伴い、医療においても、病気を治す
ことに主眼を置く「治す医療」に加えて、患者さんとその
家族を対象とした、「生活」に主眼を置きながら支援して
行く「支える医療」が求められるようになってきています。

　今後の看護職の課題の中には、量的な人材確保により
解消出来る問題もありますが、併せて重要な事が看護師
の質です。医療従事者の中で、看護師の数は一番多いの
が現状です。医療従事者の多数を占める看護師の質が
良くなれば医療の質も格段に上がるはずだと信じていま
す。そして、看護師は患者さんと接する時間が医師よりも
ずっと長いのです。だからこそ患者さんと対座するので
はなく、隣に座して医療を提供する存在であり、常に患
者さんの立場に立って患者さんを支え、寄り添うことが
求められます。
　当院の開設者が以前から話されております、「看護す
る患者さんへの接し方は、自分の身内だと思って接してく
ださい。自分の親や子どもに対する時に、邪険に扱う人は
いないはずです。目配り、気配り、心配りなど、気遣いな
がら喜ぶ事や嬉しがる事を想像しながら優しく接するこ
とが出来るでしょう。」これは開設以来30年、院是として
掲げてきた「一日一触」の精神に通ずるものでありこれか
らも永遠に引き継がれていくでしょう。

手術室室長　本間 豊
　原稿の依頼を頂き、30周年に想いを巡らすとき、これ
までにどれだけのエネルギーを費やしてきたのだろう、
そんなことをふと考えるのです。穏やかで笑顔、親睦行事
のスポーツで汗を流し健闘を讃えあったこと、厳しい難題
に直面し、混沌と苦渋の中、各々が正しい…と、人なるが
故の複雑系。そんな過去に思いを馳せる時、シュールと
リアルが幾重にも折り重なってカオスとなり、頭の中をぐる
ぐると回りめまいすら覚えるのです。昭和から平成へ、
20世紀から21世紀へ時代の変遷と共に、その質と量を
多様に変化させながら、私の脳裏を捉えて離れない、消え
そうで消えないもの。これは何なのだろうかと。ちょうど

この原稿に推敲を重ねている頃、この見えないものヽ 意味
を考えるヒントを得る出来事がありました。それはかつて
経験したことのない地震災害に遭い、停電等で一時病院
機能が停止し、対応に追われた時のことでした。職員は
一丸となり、迅速な対応で落ち着きを取り戻すことがで
きたのです。これは彼らの内に秘めた見えない力が働い
たもの、一瞬熱いものが私の体をすり抜けるのを感じま
した。これこそ私の脳裏に深く取りついて離れなかった
もの、開院から今日まで微かに、でも確かに続いている
もの、未来に光を放つ創造的エネルギー、そうあの
E=mc２…？であると。

常務　髙岡 重秋
　弊院は、昭和63年（1988年）9月16日に開院しました
ので、本年9月16日でちょうど30年になります。わたくし
は、平成17年4月1日から、勤務させていただいておりま
すので、30年の内の約14年間勤務になります。自分が
係わったことを振り返ってみたいと思います。
　入職したころから、病院も電算化が始まり、オーダリング
システムの導入（現在は、第2次システム）、再来受付機の
導入等を実施しました。患者さんの待ち時間が従来より
も大幅に短縮され、病院の事務も効率化されました。ま
た、平成23年9月1日には、夕張市、厚真町の病院に当院
の医師を派遣するへき地の地域医療が認められ、社会
医療法人の認可を受けました。さらに、平成23年12月に
は、増改築工事を実施し、リハビリテーション室の増築、

病棟個室の新設、身障者用トイレの増設等患者さんの療養
環境を改善しました。本年は、北広島市共栄町4丁目に
クリニック（きたひろしま整形外科リハビリクリニック）
を分院として開設し、北広島市の住民に対する地域医療
も開始しました。
　このように、札幌里塚病院の開院からの30年は、里塚
地区、大曲地区、夕張市、厚真町、北広島市等の地域医療
を担ってきました。ですから、開院30年を迎え、これから
はと聞かれましたら、今までと同様これからも、地域医療
を継続して、地域住民の方々に安全で安心な医療を提供
してまいります。と答えるでしょう。「一日一触」を理念と
して。

薬局長　岡田 智治
　開院30周年を迎えました。これまで増改築を繰り
返し、少しずつ大きくなっていく病院の姿を見てきま
した。私がここで働きまもなく20年が経過します
が、これまで沢山の人に支えられて、札幌里塚病院
の薬剤師として仕事を続けられたのも、この成長が
あったからだと思います。
　当時より医師やスタッフの人数が増え、院内処方
から院外処方へ業務の質や内容が変化し、スムーズ
に仕事が進まないこともありましたが、日々妥協せ
ず、努力を忘れずにここまで時が流れました。
　思い返せば反省することばかりですが、30年を迎え
た病院と共に、今自分にできる力を最大限に発揮
出来るよう、これからもスタッフと一緒に、頑張って
いきたいと思います。

リハビリテーション科科長　清川 雅文
　開院30周年を迎え、私が当院に入職してからは
12年が経ちました。入職した平成18年当時、リハビリ
テーション科のスタッフは、鍼灸師2名、柔道整復師
2名、助手1名、そして理学療法士が私1名で、合計6名
しかいませんでした。それが現在では、理学療法士
が11名、スタッフ全員で14名になり、リハビリ室も
当時の1.5倍ほどに拡張されました。このように成長
してこられたのも、当院を信頼して受診してくださって
いる患者さんをはじめ、医師や看護師、その他関わる
全ての皆様の協力のおかげと思います。ありがとうご
ざいます。
　これからも、今以上に地域医療に貢献できるよう、
スタッフ一同、謙虚に、そして誠実に、研鑽を積んで
成長していきたいと思います。今後ともよろしくお願い
致します。



勤続約30年の思い出と
新型MRIの紹介

放射線科技師長　伊藤 善行

　私は、前任の技師長が学校の先輩だったことが
縁で、開院した次の年の春からこちらにお世話に
なりました。かれこれ29年以上こちらで働いている
ことになります。当初からお世話になっている下段
先生、近藤先生、足立先生には検査でたくさん迷惑
をかけたにもかかわらず温かく見守って頂きとても
感謝しています。長く働いてこられたのも先生方、
周りのスタッフのおかげです。本当にありがとう
ございます。

　当初は技師長と私、放射線科助手の3人でCTや
エコー、レントゲン撮影と忙しく働いていました。
その中でも腹部の血管造影は印象深く、検査時
先生が造影剤の入った注射器を力一杯手で押して
注入し、先生の「ハイ」という合図とともに技師が
撮影スイッチを押してフィルムに撮影する方法で
した。時には注射器の内筒が折れるほど力一杯
押して造影するため、うまく撮影できなかったから
といって何回もチャレンジすることが出来ません。

タイミングを逃してはいけないというドキドキ感と
フィルムの濃度を最適に撮影しなければ検査が
台無しになってしまうため自動現像機から出てく
る写真がうまく撮れているかとても心配し、検査
のたびに緊張していたのを思い出します。現在では
フィルムで撮影することはなくなりましたが、あの
時の気持ちを忘れずこれからも緊張感をもって
検査に望んでゆきたいと思っています。今後とも
よろしくお願いいたします。
　これからは益々画像の質が問われてくるでしょ
う。患者さんのためにもより良い検査ができるよう
スタッフ一同日々研鑽していきます。
　30周年を迎えた今年7月、待望のMRI装置
（1.5Tキャノン製）が導入されました。
　MRIとはMagnetic Resonance Imaging（磁
気共鳴画像）の略語で、強力な磁石でできた装置
の中にはいり、磁気の力を利用して体内を撮影する
検査です。この検査ではX線は使いませんので
放射線被ばくはありません。
　前にあったものは低磁場のオープン型の装置で
上下に磁石があり横が開いていました。オープン
型は横が開いているので開放感があり良かったの
ですが、磁場が低い為画質があまり良くなく、検査
時間も長いのが欠点でした。今回導入したものは
筒状のもので横は開いていませんが磁場は前の
5倍強くなっています（磁場が強くなるほど体内か
らの信号が増え画質が良くなります）。磁場が強く
なったので高画質になり検査時間も以前と比べて
短くなりました。頸椎や腰椎であれば検査時間は

20分ほどです。筒状だと狭くて窮屈なイメージが
ありますが実際に機器の中に入った感じは目の前
に奥行きがある感じなので圧迫感は少ないです
（オープン型装置は目の前の壁が近い感じがあり
ました）。検査時の音は前に比べると大きいです
が、我慢できないほどのレベルではありません。
磁場が強くなった分、事前にペースメーカーなど
体内金属の有無をこれまで以上に何回も繰り返し
聞くのは安全に検査を行うためだとご理解くだ
さい。金属が熱をもって熱くなることが稀にある
ため入念に聞き取りを行っています。
　今回のMRI装置で初めて脳血管（MRアンギオ）
の画像を見たとき、前の機械と比べてとてもきれい
に細かいところまで描出していて驚きました。骨折
がある場合、骨の中の脂肪の信号を抑えて描出す
ることもできるので骨折箇所もよくわかります。
CT検査では描出しにくい靭帯や膝の半月板、筋肉
の損傷なども以前と比べて高画質になりました。
7月からの検査で検査時間が短いのは患者さんへ
の負担が少ないものだと実感しています。
　検査の実績を積み重ね、たくさんの患者さんに
安心して検査してもらえる体制を作っているところ
です。検査を受ける際、何か疑問がある時は何でも
担当技師にお尋ねください。
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