
 

 

 

 

 

 

 

 当院当院当院当院のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

 

 

 

1. 患者様中心の医療を行います。 

2. 国籍、宗教、貧富を問わず、患者さまの人格、人権を尊重します。 

3. 専門知識の研究、技術の向上に努力し、良質で適切な医療を 

  提供します。 

4. 地域医療機関との連携を密にし、地域の方々の健康保全に 

  尽力します。 

5. 特にカトリック医療施設として、いのちの始まりとその終わりを 

  大切にします。 

 当院当院当院当院のののの理念理念理念理念    

 

地域医療を通し、 

キリストの愛をもって 

人びとに奉仕します。 
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聖 霊 病 院 だより 第19号 

平成27年度新入職員 

 復活祭が早い年は、春が早く来る筈ですが、今年は寒気と雨の日が続く中で復活祭を祝いました。 

年度初めの４月１日は復活祭前の聖週間中でしたが、病院は新しい院長と事務部長、大勢の新入職員を

迎えて活気づいています。復活祭には野兎が卵を運んでくるという伝説がありますが、命の象徴である

卵がふ化してひよこになるように、新たに生まれ変わった気持ちで今年度も地域の皆さまの健康を守る

ための奉仕に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 
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    院長 

もりした よしひさ 

森下 剛久 

 みなさん、はじめまして。4/1付けで病院長に就任しました、

森下です。 

 私は1951年、自然の多く残る知多半島常滑に生まれ、半田 

高校卒業後名古屋大学医学部に進学しました。1975年、厚生 

連の昭和病院に研修医として赴任しその後の生き方に大きな影響を受けた師 

に出会い血液内科を専攻することになりました。４年間の藤田学園大学を経て名

古屋大学第一内科に帰局後は骨髄移植に興味を抱き、メッカである米国シアトル

に留学する機会もあり、その領域で臨床と研究を続けることになりました。

1990年、再び昭和病院に血液内科部長として赴任し、院内外で造血細胞移植領

域の普及・発展に尽力しました。統合して680床の江南厚生病院として生まれ変

わってからは副院長としての職務に追われることになりましたが、25年間にわた

り多くの患者さんと苦楽の時間を共有してきました。今回は多くの点と線が重な

り合って聖霊病院に異動することになりました。 

私の基本的な考え方に影響を及ぼしているものに、ニーバーの祈りがありま

す。「Oh God, Give us」から始まる3つの祈りは私たちに多くのことを教えて

くれます。「変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷

静さを与えたまえ。変わるべきものについて、それを変えるだけの勇気を与えた

まえ。そして、両者を識別する知恵を与えたまえ」 ヒトの考えには限界があり、

超越した力にすがる謙虚な祈りです。人間が陥りやすい自己愛や独善的思い違い

に対する警鐘といえます。常に人の意見を聞き、多種多様なヒトが様々な意見を

出し合う中で物事を決定していく行程が重要であることを教えてくれます。そし

てその決定も変化すべきかどうかを常に検証していく努力が必要です。 

 本院は基本的には急性期後の医療を提供する地域密着型の病院ですが、いくつ

かの特色を持っています。「いのちの始まり」をサポートする周産期医療、「い

のちの終わり」に寄り添う緩和医療などです。今後は患者さんを輪の中心に据え

た地域連携の強化を進めると共に、聖霊病院らしさを演出する、新しい分野も検

討していきたいと思います。これから地域の皆さんとともに知恵を出し合って、

地域医療の変化に柔軟に対応できる方策を編み出しましょう。そして皆さんに愛

していただけるような聖霊病院であり続けるよう、私も最大限の努力をいたしま

す。宜しくお願いします。  
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 麻酔科医 

ほりば  きよし 

堀場 清 

昭和52年、名古屋市立大学卒業です。手術麻酔、集中治療、 

ペインクリニック、救命救急等に従事しました。現在は、手術 

麻酔専門に行っています。聖霊病院で手術を受けられる患者さん 

の周術期の安全性やクオリティ向上に貢献できれば幸いです。 

 

 

  

 内科医 

よこざわ としや  

横澤 敏也  

4月より内科に着任いたしました横澤です。専門は血液内科

ですが、内科一般の診療を担当します。地域医療にお役に立

てるように努めていきたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

皮膚科医 

なかだ  あや 

中田 礼 

2015年4月より皮膚科医として勤務しております中田礼と申

します。地域の皆様のお役に立てるよう頑張って参ります。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 小児科医 

あんどう のりこ 

安藤 典子 

まだまだ勉強中であり、患者さんから教えられることもたくさ

んあります。日々精進しながら、困っている患者さんのお役に

立てるよう頑張ります。 



 

 

 看護部 

一日でも早くチームの一員として貢献できるよう、日々学習し、如何な

る時も笑顔を忘れず一生懸命頑張ります。  

看護部代表 4階病棟 
いしい  さや 

石井 紗耶  
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 事務部長 

はっとり  いくお 

服部 育男 

 聖霊病院で働くことになりました。歴史と伝統を受け継ぎ更なる発展の 

手助けができればと考えています。今、病院は全職員が同じ目線で物事を 

考え、そして行動していくことが課せられている病院機能評価の受審に 

向けての最中でもあり、職員がそれぞれに業務全般を省みる時でもあります。 

私の愛する自戒のことば「五省」には、人間が生きるうえでの教訓的な意味を 

持っており、現在でも通用する立派な反省の言葉になります。 

一、至誠に悖(もと)るなかりしか （誠実さに背いていなかったか） 

二、言行に恥(は)ずるなかりしか （言行不一致な点はなかったか） 

三、気力に缺(か)くるなかりしか （精神力に欠いた点はなかったか） 

四、努力に憾(うら)みなかりしか （十分に努力したか） 

五、不精に亘(わた)るなかりしか （最後まで手を抜かなかったか） 

 など日本語の文章によくある主語をもたないことと(スローガン的)。そこで補うべき主語は

何であるかというと、「汝は」であって、現代語の「君は」、「あなたは」に当たる。次に

「なかり」は「なかったのではないか」の疑問意味となります。しかし、すべてにパーフェク

トを求めるのではありません。ベストを尽くす、ということが大切です。今後病院として職員

に向けて経営的な数値目標（客観的な指標）が出されます。全職員が同じ方向に向けてベスト

を尽くすことが求められています。職員一同が同じベクトルに向かい個々のステップアップの

努力を行い、地域に貢献できる病院とするために力を合わせて頑張って参りたいと考えており

ます。主観的な見方をすれば「聖霊病院は」と置き換えて全職員の 

スローガンとしたい。 

※この「五省」は旧海軍で将校生徒の教育を行っていた江田島海軍兵学

校において使用されていたものです。  
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 リハビリテーション科 

理学療法士、作業療法士として、患者さんに寄り

添って、笑顔にできるように精一杯頑張りますの

で、よろしくお願いします。  

 歯科口腔外科 
まだ右も左もわからない状態です

が、社会人としての自覚を持ち、

日々成長できるよう頑張ります。   

 中央検査部 

早く一人前になれるように頑張ります！    

 中央放射線部 

優しい技師になりたいです。今の緊張感を忘れ

ずに日々成長し続けられるよう頑張ります。    

 薬剤科 

1日1日成長できるよう頑張ります。     

 事務部 

まだわからない事ばかりですが、頼られる職員に

なれるよう日々精進してまいります。 

よろしくお願い致します。      



 

 

地下鉄 

地下鉄鶴舞線「いりなか」下車１番出口より右へ徒歩2分 

市バス 

（1）栄バスターミナルから「栄18系統」妙見町ゆき「杁中」下車徒歩1分 

（2）千種駅前から「八事12系統」島田一ツ山ゆき 「杁中」下車徒歩１分 

高速道路

 聖霊病院 〒466-8633 名古屋市昭和区川名山町56番地 

 ＴＥＬ（052）832-1181 ・ＦＡＸ（052）832-3744 ＨＰ:www.seirei-hospital.org ＭＡＩＬ：seirei@seirei-hospital.org 

 

 初 診・・・・・８時３０分～１１時まで 

 再 診・・・・・８時～１１時３０分まで 

 診療開始時刻・・９時 ※診療科によっては午後の診療を行っております。 

 

発行：聖霊病院 企画広報会議 

 

 平日（月～金）・・・１０時～１６時 

 土曜日・・・・・・・１０時～１２時 

    外来診療受付時間外来診療受付時間外来診療受付時間外来診療受付時間    電話電話電話電話によるによるによるによる健診予約受付時間健診予約受付時間健診予約受付時間健診予約受付時間    

（1）東名高速道路名古屋インターから約20分 

（2）名古屋高速道路吹上インターから約10分 

病院病院病院病院ミサミサミサミサ 

日 時：毎月第1金曜日  

      17：15～ 

 

 3月16日より、総合案内前の自動精算機2台が新しくなりました。 

医療機関における領収証・明細書については、厚生労働省より交付義務が定められて

おり、平成27年度末までには、全ての患者様にどちらも発行できる体制が求められ

ています。当院でもこれに対応すべく、この度機械の交換を行うこととしました。 

これまでは2階にも1台設置がございましたが、現在は1階の2台で対応させていただ

いております。 

 新しい自動精算機は、以前より背が高くスリムになり、画面も大きくなりました。 

2台ともに案内票のバーコードで精算が開始でき、クレジットカードもお使いいただけます。 

なお、カード会社のセキュリティ強化のため、カードのご利用時には、暗証番号の入力が必要です。基本的

な操作方法は以前と大きく変わりませんので、ご安心ください。 

診察券、クレジットカードのお取り忘れにはくれぐれもお気をつけてご利用ください。  

母親教室母親教室母親教室母親教室 

日 時：第1回目 第1水曜日 14：00～16：00 

     第2回目 第4水曜日 14：00～16：00 

日 時：月2回（第2・3土曜日） 

    14：30～16：00 

 
おっぱいおっぱいおっぱいおっぱい教室教室教室教室 

 離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室 

★対象者：前期（4ヶ月～6ヶ月のお子様） 

  日 時：毎月第1月曜日 14：00～15：30 

は予約が必要な講座です。開催場所・持ち物等については 

病院ホームページまたは窓口でご確認ください。 

 マタニティヨガマタニティヨガマタニティヨガマタニティヨガ 

 日 時：毎週月曜日 14：00～16：00 

 マタニティビクスマタニティビクスマタニティビクスマタニティビクス 

 日 時：毎週木曜日 14：00～16：00 ＊経膣分娩クラス  

 日 時：第1～3土曜日 10：00～12：00 

＊帝王切開クラス   

 日 時：第4水曜日     10：00～11：00 

安産教室安産教室安産教室安産教室 
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