
院長 青山 弘彦 

 辛卯（ｶﾉﾄｳ）。皆様、新年明けましておめでとう

ございます。 

昨年は大変な猛暑や集中豪雨に見舞われ、異常な天

候の影響で各地で熊・猪・鹿のみならず野生の猿ま

でもが都会に出てきたりで、動物たちにも大きな犠

牲が出ました。 

尖閣諸島・北方四島問題・北朝鮮と韓国の砲撃・凶

悪犯罪多発・円高株安・奄美の洪水被害・ハイチの

コレラ大流行・ジャワ島の火山噴火・スマトラでの

大地震など大変な年でした。政治は国民不在の非難

合戦で政府もオロオロで見ていて歯がゆい思いで不

安にさせられました。 

話は変わりますが、昨年末に書店でふと手にした

「鬼平犯科帳」の一冊をよんでからとうとう全巻読

み終えました。長谷川平蔵なる人物はテレビドラマ

の人で、実在の人物であったとは知らず、我が浅学

を恥じました。知らない人もおられるかと思います

ので、彼の経歴をサッと写してまとめておきます。 

彼、長谷川平蔵宣以（のぶため）は江戸中期の延

享２年（1745）生まれで、妾腹であったことか

ら義母に疎まれ若い頃、無頼の仲間に入り放蕩

三昧の生活をしていたようです。ただ、剣術だ

けは熱心で、怠けずに稽古に打ち込み、彼の右

に出るものが居なかったようです。若いころの

名前が銕（テツ）三郎であったことから、「本

所の銕」とよばれかなりのワルだったようで

す。仲間内では一目置かれた存在で、恐れられ

ながらも尊敬されていた。 

義母が他界し、やっと家に帰り、父の死によっ

て旗本400石の家督を継いだのでした。老中松

平定信により当時横暴を極めた盗賊取締りの

「火付盗賊改め」の長官に就任した。彼はこの

役職に非常な情熱を注ぎ、悪を憎み敢然と闘

い、江戸庶民から大きな評価を受けた。 

若い時の仲間や悪の世界に身を置いていたた

め、かつてない成果を治めた。悪人を罰するだ

けでは悪の根絶はできぬことを知っていた平蔵

は犯罪の予防にも意を注いだ。悪の芽を摘もう

と「人足寄場」という無宿人や軽犯罪者のため

の職業訓練所を設け、自らその長官も兼ね、そ

れ以後も財産のみか生命までもかけた危険な任

務を押し通した。火盗改めの御役御免になって

わずか３カ月後の寛政７年（1795）、50歳でこ

の世を去っている。自腹を切ってまで庶民を悪

から守る危険な取り締まりに、庶民からは大き

な信頼を得たという。彼に見習うべき所は多々

あるが、身分にうるさい当時にあって、誰にも

隔たりなく対応し、悪を憎む半面、異常なほど

の部下思いであり、部下からも絶対の信頼を得

ていた。また、昔世話になった人々に対し、い

つもその恩を忘れず、時々訪問するなど生涯付

き合いを絶やさなかった非常に心温かい人情味

豊かな人であったようだ。平蔵の屋敷跡に刺青

奉行として有名な遠山金さんこと遠山金四郎が

住んだのは偶然であろうか、現在の日本の現状

に似た、荒んだ江戸中期に生きた長谷川平蔵宣

以なる人物の稀に見る人間には教えられる所が多

い。今年は彼にあやかった生き方をしたいものだと

思っている。 
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  尾張瀬戸駅→中水野 中水野→尾張瀬戸駅 

1 7:45 8:31 

2 9:22 9:56 

3 10:47 11:41 

4 12:27 13:41 

5 14:27 15:01 

6 15:55 16:31 

7 17:25 18:06 

外来担当医表 

周辺地図 瀬戸市コミュニティバス時刻表 

       基本理念 

 

・思いやりと対話の医療を推進します。 

 

・安全で納得できる医療を目指します。 

 

・病める人々の権利とプライバシーを尊重 

 します。 
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＜職員募集＞  看護師・准看護師募集中 担当 大塚・菊池まで 



 私と臨床検査 

   笑顔 冬号 Ｎｏ.２０ 

豆乳には、ポリフェノールのイソフラボンが豊富です。 

イソフラボンには美肌効果・整腸効果・骨粗鬆症の予防などの働きがあります。 

◆材料二人分                                     

 

 

 

 

 

 

◆作り方 

①ハムを短冊切り、さつまいもは輪切り(大きいものは半月)に、人参は一口大の乱切り、玉葱はくし切  

 り、ブロッコリーは食べやすい大きさに切る。 

②鍋にオリーブ油をひき、中火でハム→玉葱→さつまいも→人参の順番で炒める。 

③玉葱が透き通ってきたら水とコンソメを入れ、弱火にし、野菜の火が通るまで煮る。 

④ブロッコリーと豆乳を入れ、味噌を入れて、最後に 塩こしょうで味を調節する。 

⑤器に盛付けたら出来上がりです！                 管理栄養士 久米 菜月 

管理栄養士のおすすめ ✿味噌と豆乳のスープ✿ 

笑顔 冬号 Ｎｏ.２０ 

私は臨床検査技師です。しかし最初から臨床検査技師になろうと思っていたのではなく、後

から気がついたのですが、高３の冬に父が倒れた事がきっかけでした。 

倒れた原因は父の好きだった石原裕次郎も罹った解離性大動脈瘤でした。父はそれまで病気

一つした事がない丈夫な人だったので、運ばれた病院が大きかったこともあり、きっとすぐに

治るだろうと思っていました。しかし当時は解離性大動脈瘤の治療は難しく、病状は日に日に

悪くなり２週間ほどの闘病の後に父は帰らぬ人となりました。とても悲しい出来事でしたが、

私は主治医の先生の懸命な姿や、病院で寝泊まりしている私たち家族を気遣ってくれた職員方

のおかげで本当に救われたような思いがしました。病院は患者本人だけではなく、家族を含め

て関係する人すべてを診てくれて、そのおかげで苦しい状況でも立ち向かう事が出来たのだと

思いました。その後、私は病院に勤めたいとの思いが強くなり、自分にも出来ることで病院に

勤める職種として臨床検査技師への道を選びました。 

ご存じの通り今は多くの検査が機械化されており、当院でもほとんどの検査が機械によって

１人分 ：98kal、蛋白質：18.2g、塩分： 2.3g 

行われています。機械は維持、管理をきちんと行っていれば信頼できる検査結果を出してく

れます。しかし手で行う検査も残っており、こちらはその精度が問題となります。それは手

で行う検査は行う者の能力に影響されるからです。大病院では経験豊富な先輩技師から技術

を教えてもらう事が出来ますが、施設の規模が小さくなると全てに対応するという事は難し

くなります。そんなときのために臨床衛生検査技師会があります。これは検査技師が、検査

技術の発展、後進の育成、検査技師の社会貢献などを目的として設立した会で学会の開催、

学術誌の発行、講習や実技指導などを行っています。私は尐しでも勉強が出来たらと思い会

に所属しました。 

ここでの講習や実習は最新の技術などを経験豊富な指導者から直接教えてもらう事が出来

るため、日常の検査の仕事にとても役立ちました。おかげで認定輸血検査技師、認定一般検

査技師などの認定資格も得る事が出来ました。当初は参加するだけでしたが、最近では後進

の育成や病院間での検査結果の精度管理や標準化といった仕事にも関わるようになり、本務

である検査の仕事同様にしっかりやって行きたいと思っています。 

この病院に就職して１６年経ちましたが、今はこの仕事を選んだことにとても満足してい

ます。検査は日進月歩であり、まだまだ勉強中の身ですので偉そうなことは言えませんが、

この仕事を通して尐しでも患者様の役に立てたらと日々奮闘しています。 

臨床検査科主任 平田 基裕 

入浴設備についてご紹介いたします。 

当院の入浴方法は患者さまの健康状態に合わせて、一般入浴と介助入浴、特殊入浴がござい

ます。介助入浴と特殊入浴は、週に２回、一般入浴は毎日でもご利用いただけます。 

入浴は体を清潔に保つだけなく、血行促進効果や内臓の動きを促進する効果、リラックス効

果など、様々な効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♨ お風呂のご紹介 

無調整豆乳 200ｍL さつまいも 1/3個 

水 200ｍL 人参 1/3本 

味噌 小さじ１強 ハム １枚 

玉ねぎ中 1/2個 コンソメ（固形） １個 

ブロッコリー 1/3個 塩こしょう 適量 

◆特殊入浴 

 寝たままの姿勢で入浴できる機械浴槽です。 

 ストレッチャーから直接平行移動して入浴できます。 

 浴槽が自動で昇降するため、患者様に余分な動きを 

 させず不安感を与えません。 

◆一般入浴 

 家庭と同じ個人風呂です。 

◆介助入浴 

 ADL入浴訓練に対応できる浴槽です 

 座位がとれる患者様や片麻痺の方など、 

 様々な自由度に対応できます。 


