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大西脳神経外科病院の理念
生命を尊厳し、科学の心と芸術的技術と人間愛をもって病める人々に奉仕する。
大西脳神経外科病院の基本方針
生命と人権を尊重した医療を実践する。
神経疾患の専門的高度医療を実践する。
常に新しい医学の修得に励む。
救急医療は医療の原点と考え、24時間対応する。

巻頭言
シリーズ

医の倫理
医療従事者の職業倫理
副院長

西川

方夫

「ぶ れ い ん」の ７ 号 で、医 の 倫 理 の 変 換 に つ い
て、今から約30年くらい前に創出されたバイオエ
シックスという概念について述べましたが、今回
はもっと日常的な事柄、即ち我々医療従事者が行
う業務のなかでの心すべき点（職業倫理）につい
て考えてみたいと思います。
医療従事者の職業倫理というものは決して難し
いものではなく、常識で理解できる平易なものば
かりです。日本医師会はすでに昭和26年（1951
年）に「医師の倫理」を作成し、我々の先輩医師
たちはこの尊守につとめてきたのです。しかし、
その内容はいささか今の医療には合わない点が出
てきたため、平成12年（2000年）にその改訂版
とも言うべき「医師の倫理綱領」（表1）が作ら
れました。昭和26年に定められたものを見てみま
すと（詳細は省略しますが）、医師の行為の根本
は仁術である（常に）人命の尊重を念願すべき、
などと記載され患者の人権尊重といったことにつ
いては全く触れられておらず、パターナリズムに
基づいた医療の提供を医師たちに求めていまし
た。これに対し改訂版では新たに「医師は医療を

受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接すると
ともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得
るように努める」という項目があります。これが
所謂インフォームドコンセント（IC）です。アメ
リカ式の医師と患者間の契約を基にしたICは日本
人の心情にあわない、患者とよく話し合い信頼関
係を築き行っていくのが日本式のICであるとして
作られた日本医師会の苦心作です。このことは前
回述べましたがそのほか、表１にあるように医師
は常に新しい医学知識の習得に励みなさい、医師
はこの職業の責任を自覚して人格を高めなさい、
医師はお互いに尊敬し合い法を守り、社会の発展
に尽くしなさい。などなどごく当たり前のことが
うたわれているのですが、これらが医師が日常の
診療にあたって尊守すべき職業倫理なのです。繰
り返して言いますが、なにも難しいことはないと
思います。

日本看護協会も昭和63年（1985年）
に「看護婦の倫理規定」を制定し、すべて
の看護師にもやはりの規定を守るべく努力
をしてきましたが、やはり先も述べたよう
に近年の価値観の多様化は人権、自己決定
権の尊重を言った医療の潮流を生み、同協
会は平成15年に、「看護者の理論要綱」
として「看護婦の倫理規定」の見直しを行
いました。これを見ましても（紙面の都合
上、昭和63年度制定の倫理規定は省略し
ますが）「看護者は対象となる人々との信
頼関係を築き、その身体関係に喪と基づい
て看護を提供する」更に「看護は人々の知
る権利及び自己決定権を尊重し、その権利
を擁護する」といった項目が新たに追加さ
れています。他にも追加された項目はあり
ますが、この2点がもっとも重要な追加項
目で、ここにも日本式のICの構築が謳われ
ています。そして、その根底には「ナイチ
ンゲール誓詞」や「ヒポクラテスの誓」な
どからその古さを取り除いた倫理の新しい
流れが感じられます。
病院で最も従事者が多い医師や看護師の
職業集団である日本医師会、日本看護協会
が制定した倫理綱領について述べました
が、他の部門でも倫理に関する綱領や規定
が作成されています。
それぞれ特徴があり、例えば薬剤師倫理規
定では薬剤師として薬剤の調剤、創製、供
給に関しての確固たる倫理を求めており、
管理栄養士の栄養士倫理綱領では栄養士と
しての面から 日本臨床衛生検査技師会倫
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医の倫理綱領

理綱領では検査技師としての強い倫理観が
求められています。その外、日本放射線技
師会・日本ソーシャルワーカー協会・日本
理学療法士協会などすべての倫理綱領や倫
理規定に共通しているのは、学術の研鑽に
励む、国民の生活の向上に寄与する、他人
の人権をを尊重する、守秘義務の尊守など
で各部門の特徴を除けばみな同じようなこ
とが謳われています。各部門の方たちは今
一度それぞれの所属する会が定めた倫理綱
領をよく読み心して日常の診療やケアーに
あたって下さい。
世界に目を向けても医療従事者はその職
務柄、特に高い倫理性を求められており、
ドイツでも国民の意識調査では医師の地位
は最高位にランクされており聖職者や弁護
士などより高い位置にランク付けされてい
るほどです。何も医師だけが最高位ではな
く、医療従事者すべてが行為にランク付け
されているのだと考えます。フランス、イ
ギリス、アメリカにおいても同様です。
他の国々においても「医の倫理」の原則
は日本医師会や日本看護協会が作成してい
る倫理綱領とあまり違いありません。その
ひとつの例としてアメリカで2001年に制
定 さ れ た ア メ リ カ 医 師 会 の「医 の倫 理 原
則」を表２に示します。
以上２回にわたって医の倫理について私
見も交え述べて来ましたが、皆さんも一度
「医の倫理」についてゆっくり考えてみま
せんか。（参考文献は紙面の都合上省略さ
せて頂きます）

表１

医学および医療は、病める人の治療はもとより、人々の健康の維持もしくは増進をはかるもので、医師は責任の重大性を認識し、人類愛を下にすべての人
に奉仕するものである。
１．医師は障害学習の精神を保ち、常に医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす
２．医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるようにも心掛ける。
３．医師は医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
４．医師は互いに尊重し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
５．医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範のの尊守および放逸所の形成に努める。
６．医師廃業にあたって営利を目的としない。

アメリカ医師会「医の倫理原則」表２
前文
医業専門家集団は長い間にわたり、主として患者の利益のために展開されてきた倫理宣言の総体を承認してきた。この専門家集団の一員として、医師
は
患者に対する責任のみならず、また社会や他の保健職業専門家及び自己への責任を認めなければならない。米国医師会により採択された次の諸原則は法律で
はなく、医師の名誉ある行動にとって本質的な事を定めている行動の基準である。
１．医師は人間の尊厳への同情と尊重の念をもって適切な医療を与える事に献身しなければならない。
２．医師は患者および同僚医師に対し正直に対処し、人格又はその能力に欠陥をもった医師および詐欺、または欺罔に携わる医師を明らかにすべく努めなければ
ならない。
３．医師は法律を遵守するとともに、更に患者の最大の利益に反するような諸要件の変更に努力すべき責任を認めなければならない。
４．医師は患者の権利、同僚医師および他の保健職業専門家の権利を尊重しなければならない。また、法の制約の範囲内で患者の秘密を擁護しなければならな
い。
５．医師は科学的知識の学習、応用、推進を継続し、また相互に関連する情報を患者、同僚医師、公衆に入手可能にし、必要に応じて専門家に相談し、他の保健
職業専門家のもつ能力を活用しなければならない。
６．医師は患者に適切な看護を供与するに当り、救急の場合を除き、業務を遂行する相手方、共に業務を行なうもの、および医療を供与する環境を、自由に選択
できるものとする。
７．医師はコミュニティ(地域共同社会)の改善に貢献する諸活動に参加すべき責任を認めなければならない。
８．医師は患者のケアにあたって患者への最大限の責任を有する。
９．医師は全ての人々の医療へのアクセスを支援する。
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どんな部署ですか？

言語療法室

言語聴覚士 主任 寺田 博子
言語室では急性期、亜急性期、慢性期と発
症後様々な時期の患者様の訓練を行っていま
す。
その内容も聴力検査、失語及び構音障害の
検査や訓練、嚥下訓練、知的検査、神経心理
学的検査と多岐に渉ります。患者様、特に急
性期の方は不安や混乱の中におられます。
なんでもない訓練の途中で心のうちを表し
ながら、突然涙される方も少なからずありま
す。そのような様子には胸を塞がれる想いが
します。幸い言語室は個別の訓練時間が持て
ますので、訓練の合間にできる限り心理的な
サポートもおこなうように心がけています。
これからも「巻き込まれず、うんざりせず、
寄り添って」をモットーに急性期では症状の

変化を見極め、且つ慢性期ではより豊
かなコミュニケーション能力に焦点を
あてた言語療法を目指します。

病院を支える力
守衛室

河辺

れず
巻き込ま
せず
うんざり
て
寄り添っ
ーです
がモット

縁の下の力持ち

宇一

リーン♪、リーン♪と電話のベルが鳴る。「はい

また、来客や御家族の方と接するときは自分が大西脳

大西脳神経外科病院守衛○○です。」と言って業務 神経外科病院の代表者であることを常に意識し、自分自
が始まります。

身が見つめられているのだと思い対応しています。守衛

早いもので入職して12月で5年目に突入します。 は現在5人で交代勤務をしています。仕事の内容は救急患
当初4人で接客マニュアルを見、電話接客の仕方を 者の受け入れ、カルテの作成、病院内外の見回り、駐車
電話を使って練習を病院4階総務室の応接室で行い 場 で の 車 の 誘 導・清 掃、院 内 電 球 交 換、設 備 修 理・補
ました。

修・清掃作業、事務用品払い出し、印刷などなど様々で
す。皆さんと仲良く仕事が出来るよう日々頑張っていま
す、至らないところもあると思いますが職員の方々のご
協力を今後ともお願いいたします。
手前より 河辺 宇一
松島

勇

吉田

耕

大西 政義
知加良弘美

ザ ガードマン！
なかなかうまく出来ず開院の日時も迫ってくる
し、早く一人前になるよう努力したことは昨日の事
のように思い出されます。接遇では早口で喋っては
患者様に与える印象も悪く、聞き取りにくいと思
い、相手の身になって明るくはきはきと親切に対応
することを心掛けました。

外
脳 神経
西
大
自分が 代表者であ
の
科病院 常に意識し
を
る こと てい ます。
し
て 対応
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いよいよ冬突入・・・これから大変です。
外来・救急・手術室 主任
ＯＰ室で
は昨年に
引き続
き夜勤ナ
ースによ
り予定
手術患者
様の術前
訪問
（16：
30〜）
を
行って
おります
。

一般外来

いよいよ冬突入！！！
外来・ＯＰ室・中材においては、
ますます忙しい日々を迎えること
となるでしょう。
日毎に寒気加わる時節となりまし
た。職員の皆様におかれましては
いつも一方ならぬお力添えにあず
か り、誠 に あ り が と う ご ざ い ま
す。略儀ながら書中をもちまして
一言御礼を申し上げます。ＯＰ室

救急外来

石井 義秀
では昨年に引き続き夜勤ナースにより
予定手術患者様の術前訪問
（16：30〜）を行っております。
１０月３１日現在
ＯＰ 380件
ＡＧ 624件
血管内 46件
外来患者 最高258 人
平均 152 人／日
救急車平均 2.8 台／日

木村師長 『５分で救急入ります！』

2番診察室にお入
り下さ〜い

マイクでの呼び出しをやめま
した。一人一人笑顔と美声で
呼んでいます。

手術室

救急車まだかな〜
あっサイレンの音！
ＳＡＨかな・・・

朝いちのOP室は冷えています。
ストレッチャーも暖めてます

ホッとする間もなく
早く片付けて次の準備しなきゃ
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クリッピング無事終了

入室まであと30分です

次のOPに向けて
すばらしいチームワーク！
準備OK〜
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早く洗わなきゃ

手洗い所要時間20〜30分

食べてもらえなかったお弁当

中央材料室

洗濯物も山のよう

単品をシーラーでカッチャン

カッチャン

オートクレーブ90分

超音波洗浄機 約60分

アンギオ室

ただいまエンボリ中

Dr.物部

AGとは違った緊張感
先生優しくしてね Dr.鎌田

木村師長を中心に、一般外来・救急外
来・手術室・中央材料室とまとまって
いるが、1つの部署として認識するに
はあまりにもその業務内容は複雑で多
様である。それぞれに深い知識と経験
が要求され、それをクリアしなくては
ならない。
絶え間なく聞こえる救急車のサイレン
に、夜を徹して手術が行われる。「大
変な・・」と一言で済ますにはあまり
に過酷な業務である。
各個人のプロとしてのプライドがすべ
ての源なのかもしれない。

北里 柴三郎

関心
嘉永５年、熊本県阿蘇郡小国町北里に生まれる。
藩校時習館、熊本医学校に学んだ後、東京医学校
（東大医学部の前身）に入学し、明治１６年卒業後、
長与専斎が局長であった内務省衛生局に奉職した。
明治１９年からドイツのローベルト・コッホに師事
して多くの貴重な研究業績を挙げ、とりわけ破傷風菌
純粋培養法と破傷風菌抗毒素の発見は前人未踏のもの
で、世界の医学界を驚嘆させた。明治２５年帰国、福
沢諭吉の援助により芝公園にわが国最初の私立伝染病
研究所を創設し、同所が明治３２年内務省に移管後も
所長として活躍した。この間、香港に流行したペスト
の調査に出張して短時日でペスト菌を発見した。
北里博士は、かねがね伝染病の研究は、衛生行政と
表裏一体でなければならず、国立伝染病研究所は内務
省所管であるべきであるとの信念をもって伝染病の研
究所の運営にあたった。しかし、大正３年、国立伝染

病研究所は突如文部省に移管され、北里博士は素志に反
する政府のやり方を承服できず、所長を辞して直ちに私
立北里研究所を設立した。
大正６年、福沢諭吉の恩義に報いるため慶應義塾大学
医学部を創設し、医学部長として、また顧問として終生
その発展に尽力した。また、日本医師会長を始め多くの
医学団体の要職に就き、わが国の公衆衛生特に結核の予
防のほか、医学、医学教育の発展に大きな足跡をのこし
た。

お知らせ・ご案内
売店品目一覧

病院の売店では何が売ってあるの？

こちらのインターホンで係の者をお呼び下さい。

中で
の川
長
店を
課
医 事 れから売 す
ま
こ
す 。 せてい き
さ
充実

品名
安眠マクラSS（VISCO)
安眠マクラS(VISCO)
安眠マクラＭ(VISCO)
安眠マクラＭ
タオル
バスタオル
防水エプロン（食事用）
シャンプー
リンス
ボディソープ
ティッシュペーパ
ウェットティッシュ
歯ブラシ
歯磨き粉
髭剃り
コップ
紙コップ

品名
吸い飲み
割り箸
スプーン
魔法瓶
トランクス
靴下

（男物）
（女物）

ボールペン
メモ帳
サインペン
紙オムツ
パンツ
尿パット
三角巾
イヤホン
アンチェンボリストッキング
患者さまざま（本）
アミノバイタルプロ

編集後記
今年も残りあとわずか、何かと忙しい

いるにも拘らず、身の回りは平穏であ

歳の瀬である。特に何がと言うわけでは

る。変化があるとすれば、鍋に入れる白

ないのだが何か慌しさを感じてしまう。

菜がいつもより少なめなことと、車の運

今年も一年色々あった、イラクでの人質

転中に携帯を見なくなったことくらい。

事件、頻発する幼児虐待、台風や地震に

ちなみに携帯による通話及び画面注視

よる災害、などなど目を覆いたくなるよ

による処分は3ヶ月以下の懲役又は３万

うなシーンがテレビでもたびたび流れ

円以下の罰金である。皆さん気をつけま

た。しかしこれだけ色々な事が起こって

しょう。

（吉野）

