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新渡戸記念中野総合病院　病院長　入江 徹也

東京医療　看護部は総勢307名の職員がおり、外来・病
棟・手術室・腎センター・中野クリニック・訪問看
護ステーション・居宅介護支援事業所と広い範囲
で職員が働いております。
　また、患者支援センターにも看護師（兼任）を配
置し、自宅退院時の支援を行っております。
　平成30年度は新人や経験の浅い看護師の入職
が多く、指導・教育に力を注いでおります。若い看
護師が成長し、活躍できることが病院の看護師の
レベルを向上させることだと考えています。最新
の設備に勝ることは、そこに働く一人ひとりの力
だと信じています。

307名、一人ひとりのレベル向上を目指して

看護部
新渡戸記念を支える

職場紹介
看護部長　大峰 眞由美

To know より To do

To do より To be

新渡戸 稲造

　「何かを知ること（to know）よりも実行するこ
と（to do）、実行することよりも存在すること（to 
be）が大切である」　
　新渡戸先生が第一高等学校校長時代（44～51
歳）に入学した南原 繁（東京帝国大学第15代総長）
は、「何かをなす（to do）の前に何かである（to be）
ということをまず考えよということが（新渡戸 稲
造）先生の一番大事な教えであったと思います」と
語りました。
　私は「to be」という言葉は、動かずに佇むあ
るがままの心の姿、品性のにじみ出る「態度」
と理解しています。クラーク博士が「Boys, be 
ambit ious like this old man」と語ったよう
に、国際連盟事務次長時代（58～64歳）の新渡
戸先生は日本人を代表して、『武士道』を体現した

「be the Japanese」を貫かれたのだと思います。

新渡戸記念中野総合病院副院長　山根 道雄
参考文献 ①柴崎 由紀著『新渡戸稲造ものがたり』 ②新渡戸 稲造著『一日
一言』 ③東京医療生活協同組合編『第１回 新渡戸稲造シンポジウム記念
誌』④新渡戸 稲造著、矢内原 忠雄訳『武士道』 ⑤樋野 興夫著『われ21世
紀の新渡戸とならん』 

　当院の病院名が「新渡戸記念中野総合病院」となって３年が
経ちました。当院（当生協）の創立者の一人で初代組合長であ
った新渡戸 稲造博士の名を病院名に冠した理由は、当院の歴
史を大切にすると共に、新渡戸博士達が当院創立の際に託し
た思いに立ち帰り、新渡戸博士の精神（誠意と思いやりの心）
を基にした医療を誠実に実践し、疾病を抱えた人を真心で応
援するためでした。「新渡戸博士の精神（誠意と思いやりの心）」
とは博士が生涯を通して実践した生き方で、「誠実に生き、弱
者（いと小さき者）に対する思いやりの心を持つこと」と理解
しています。論語にある孔子の生き方「忠恕」に通じるものだ
と思います（論語：里仁第四81）。
　新渡戸博士は私たちに多くの言葉を残しています。
　「この世に生まれた大きな目的は、人のために尽くすことに
ある。自分の名誉や利益のためではない。自分が生まれた時
からこの世を去るまで、まわりの人々が少しでもよくなれば、
それで生まれた甲斐があるというものである。」
　これは小学校中学年以上を対象とした新渡戸博士の伝記の
最後の文章です。この文章を読んだ時、私は「救われた」と感
じ、思わず涙したことを思い出します。
　新渡戸博士の著書『武士道』は世界的名著ですが、私にはと
ても難解で何回も読み返しています。この『武士道』について
は当生協主催の「第1回 新渡戸稲造シンポジウム（平成27年
11月23日開催）」で、シンポジストの順天堂大学医学部病理・
腫瘍学教授 樋
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野
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先生が日本を氷山に例えて、「新渡戸博
士は、氷山の海の下の90%にある日本の文化：Soul of Japan
を著書『武士道』を通して世界に伝えようとした」と述べられ
ました。これを聞いて私は、『武士道』という著書は目に見え
る氷山で、その海面下（著書の背景）には目に見えない、想像を
絶する新渡戸博士の知識・教養、さらには博士の生き方・哲学

が潜んでいるのだと思いました。
　「目に見えないもの」の中にこそ大切なものがある。私たち
が目指している病院も「目に見えないもの」を大切にしなけれ
ばならないと思っています。弱者（いと小さき者）を助け寄り
添うために日夜絶え間ない努力で研鑽を重ねることが、「目に
見えない」大切なもの、すなわち「新渡戸博士の精神（誠意と
思いやりの心）」だと信じています。
　最近、新渡戸博士の親友、内村 鑑三が軽井沢の星野温泉若
主人に宛てて草した『成功の秘訣』を読みました。

　この十カ条は旅館経営の心得ですが、旅館を病院に、客を患
者に当てはめれば、私たちの目標とする病院がより具体的に
見えてくるのではないでしょうか。誠実に、志を忘れずに、品
性豊かな病院を目指して努力していきたいと考えています。

一、 自己に頼るべし、他人に頼るべからず。
一、 本を固うすべし、然らば事業は自ずから発展すべし。
一、 急ぐべからず。自動車の如きも成るべく徐行すべし。
一、  成功本位の米国主義に倣ふべからず、 

誠実本位の日本主義に則るべし。
一、 濫費は罪悪なりと知るべし。
一、  能く天の命に聴いて行ふべし。 

自ら己が運命を作らんと欲すべからず。
一、 雇人は兄弟と思ふべし、客人は家族として扱ふべし。
一、 誠実に由りて得たる信用は最大の財産なりと知るべし。
一、 清潔、整頓、堅実を主とすべし。
一、  人もし全世界を得るとも其霊魂を失はば何の益あらんや。

人生の目的は金銭を得るに非ず。品性を完成するにあり。

参考文献 ①樋野 興夫著『われ21世紀の新渡戸とならん』 ②湊 晶子著
『新渡戸稲造と妻メアリー　教育者・平和主義者として』 ③東京医療生活
協同組合編『第1回 新渡戸稲造シンポジウム記念誌』

中野副看護部長（左） 
大峰看護部長（中央）
望月副看護部長（右） 



　敬老の日に因み毎年開かれています“抒情コンサ
ート”が、今年も去る９月１5日（土）に行われました。
１年に１回のコンサートも今回で19回を数えること
になりました。東京医療生活協同組合総代の渡辺
逸雄様、雅子様ご夫妻による歌唱と演奏をご披露い
ただき、多くの参加者を得て、盛会裏に終了いたし

ました。渡辺様ご夫妻
ありがうございました。また、今回も飲料をご提供
いただきました株式会社サンコー様、紙面をお借り
してお礼申し上げます。ありがとうございました。

　予防接種はインフルエンザを発症する可能性を
減らし、もし発症しても重症化を防ぎます。ワクチ
ン接種から実際に効果を発揮するまで2週間程度
かかるため、お早めに接種ください。
　当院でのインフルエンザ予防接種は予約制とな
りますので、ご希望の方は1階④番受付、またはお
電話にてご予約を承ります。なお中学生以下の方
は小児科でのご予約となりますので、小児科外来
までお問い合わせください。

皆さん！ 来年もお元気にお会いいたしましょう！

　新渡戸記念中野総合病院では、中野区並びに中野区医師会のご協力を得て、小児の初期（1次）救急として
「準夜間小児初期救急医療」を救急外来で実施しています。
　一般診療所の診察時間が終わった後、お子さまが急病の際には、下記の夜間受付電話にご連絡のうえ、ご来
院ください。15歳以下のお子さまを対象に、小児科医が診療を行います。
＊血液検査、点滴等の処置、入院等を必要とする場合は他病院を紹介します。
　
　10月1日から31日までの準夜間小児初期救急医療体制は下記の通りです。なお、都合により医師の変更も
あり得ますので、ご了承ください。ご不明な点は、下記夜間受付にお問い合わせ願います。

 毎日午後６時30分〜午後９時45分　
 毎日午後７時〜午後10時
 ☎03-3382-9991

1
小須賀 基通

2
千葉 智子

3
渡辺 仁

4
堤 範音

5
清水 泰岳

6
保崎 明

7
亀井 宏一

8
右田 王介

9
高梨 栄

10
久利 由美

11
木村 将裕

12
亀井 宏一

13
清水 泰岳

14
右田 王介

15
小須賀 基通

16
山田 正輿

17
細谷 直人

18
堤 範音

19
清水 泰岳

20
亀井 宏一

21
清水 泰岳

22
小須賀 基通

23
高田 功二

24
宇都 ちひろ

25
木村 将裕

26
亀井 宏一

27
右田 王介

28
右田 王介

29
小須賀 基通

30
細谷 直人

31
佐和田 哲也

1日30名
10月1日（月）～12月27日（木）の月曜日～金曜日
14：30～　接種15：00～16：00
65歳以上（予診票をお持ちの方）　2,500円

　　　　＊中野区以外の方は住所地の予診票が必要です。
　　　  65歳未満　4,320円（税込）

03-3382-1231㈹  予防接種とお伝えください。
　　　　（9：00～16：00／日曜・祝日除く）

＊ 当院では妊婦の方へインフルエンザ予防接種を行っておりま
せん。かかりつけ医にご相談ください。

リハビリテーション室　技師長　栁澤 正也

仰向けに寝て、両膝を
曲げます。両脚一緒
に、膝を倒して腰をひ
ねります。

５回×１セット

うつ伏せに寝て、両肘
で身体を支えます。頭
を起こして、目線は前
を見るようにします。

５回×１セット

ストレッチ：体幹編

　体を適度に動かすことで、体ばかりでなく心も爽
快になることがあると思います。習慣にするのは大
変なことですが、少しでも体を使いリフレッシュしま
しょう。今回のテーマは、脊柱（背骨）の可動性に注目
です。
　自宅のベッドで行える運動です。簡単でも無理せ
ず、勢いつけず、呼吸を止めずに「ジワー」っといった
感じでソフトに伸ばしましょう。「過度なストレッチ
は逆効果」、まずは１日３回、１回の目安は５分程度か
ら体をならします。例えば、朝は日常生活で体を動か
した後、昼は空き時間、夜は就寝前などと日課として
時間を決めると習慣になり、継続しやすいです。

●ストレッチしてもいいかな、と心配のある方は、必ずかかりつけ医または当院整形外科に受診してから行いましょう。
●運動を行っている最中または運動後に、以下のような症状が見られた場合には運動を中止してください。
　 ！ 胸の痛みや息苦しさを感じたとき ！ 強い動悸や脈拍の乱れを感じたとき
　 ！ めまいやふらつきを感じたとき ！ 関節や筋肉に強い痛みを感じたとき
●運動を行う際には、息を止めたりいきんだりせず、平常どおりの呼吸を心がけてください。
●力を入れるときは、息を吐きながら、または声に出して数をかぞえながら行いましょう。

ご注意！

肩が浮かないように！　
ゆっくり行いましょう。

 心臓を健康に保つ〜狭心症や心筋梗塞を防ぐために〜

 平成30年11月24日（土）　午後２時～３時
 新渡戸記念中野総合病院 循環器内科部長 武井 秀信
 東京都生協連会館３階会議室
 50名（定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます）
 患者支援センター 連携担当　☎03-3382-1231（内線211）

 または総合受付④番窓口
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新渡戸記念中野総合病院　病院長　入江 徹也

東京医療　看護部は総勢307名の職員がおり、外来・病
棟・手術室・腎センター・中野クリニック・訪問看
護ステーション・居宅介護支援事業所と広い範囲
で職員が働いております。
　また、患者支援センターにも看護師（兼任）を配
置し、自宅退院時の支援を行っております。
　平成30年度は新人や経験の浅い看護師の入職
が多く、指導・教育に力を注いでおります。若い看
護師が成長し、活躍できることが病院の看護師の
レベルを向上させることだと考えています。最新
の設備に勝ることは、そこに働く一人ひとりの力
だと信じています。

307名、一人ひとりのレベル向上を目指して

看護部
新渡戸記念を支える

職場紹介
看護部長　大峰 眞由美

To know より To do

To do より To be

新渡戸 稲造

　「何かを知ること（to know）よりも実行するこ
と（to do）、実行することよりも存在すること（to 
be）が大切である」　
　新渡戸先生が第一高等学校校長時代（44～51
歳）に入学した南原 繁（東京帝国大学第15代総長）
は、「何かをなす（to do）の前に何かである（to be）
ということをまず考えよということが（新渡戸 稲
造）先生の一番大事な教えであったと思います」と
語りました。
　私は「to be」という言葉は、動かずに佇むあ
るがままの心の姿、品性のにじみ出る「態度」
と理解しています。クラーク博士が「Boys, be 
ambit ious like this old man」と語ったよう
に、国際連盟事務次長時代（58～64歳）の新渡
戸先生は日本人を代表して、『武士道』を体現した

「be the Japanese」を貫かれたのだと思います。

新渡戸記念中野総合病院副院長　山根 道雄
参考文献 ①柴崎 由紀著『新渡戸稲造ものがたり』 ②新渡戸 稲造著『一日
一言』 ③東京医療生活協同組合編『第１回 新渡戸稲造シンポジウム記念
誌』④新渡戸 稲造著、矢内原 忠雄訳『武士道』 ⑤樋野 興夫著『われ21世
紀の新渡戸とならん』 

　当院の病院名が「新渡戸記念中野総合病院」となって３年が
経ちました。当院（当生協）の創立者の一人で初代組合長であ
った新渡戸 稲造博士の名を病院名に冠した理由は、当院の歴
史を大切にすると共に、新渡戸博士達が当院創立の際に託し
た思いに立ち帰り、新渡戸博士の精神（誠意と思いやりの心）
を基にした医療を誠実に実践し、疾病を抱えた人を真心で応
援するためでした。「新渡戸博士の精神（誠意と思いやりの心）」
とは博士が生涯を通して実践した生き方で、「誠実に生き、弱
者（いと小さき者）に対する思いやりの心を持つこと」と理解
しています。論語にある孔子の生き方「忠恕」に通じるものだ
と思います（論語：里仁第四81）。
　新渡戸博士は私たちに多くの言葉を残しています。
　「この世に生まれた大きな目的は、人のために尽くすことに
ある。自分の名誉や利益のためではない。自分が生まれた時
からこの世を去るまで、まわりの人々が少しでもよくなれば、
それで生まれた甲斐があるというものである。」
　これは小学校中学年以上を対象とした新渡戸博士の伝記の
最後の文章です。この文章を読んだ時、私は「救われた」と感
じ、思わず涙したことを思い出します。
　新渡戸博士の著書『武士道』は世界的名著ですが、私にはと
ても難解で何回も読み返しています。この『武士道』について
は当生協主催の「第1回 新渡戸稲造シンポジウム（平成27年
11月23日開催）」で、シンポジストの順天堂大学医学部病理・
腫瘍学教授 樋
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野
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お

先生が日本を氷山に例えて、「新渡戸博
士は、氷山の海の下の90%にある日本の文化：Soul of Japan
を著書『武士道』を通して世界に伝えようとした」と述べられ
ました。これを聞いて私は、『武士道』という著書は目に見え
る氷山で、その海面下（著書の背景）には目に見えない、想像を
絶する新渡戸博士の知識・教養、さらには博士の生き方・哲学

が潜んでいるのだと思いました。
　「目に見えないもの」の中にこそ大切なものがある。私たち
が目指している病院も「目に見えないもの」を大切にしなけれ
ばならないと思っています。弱者（いと小さき者）を助け寄り
添うために日夜絶え間ない努力で研鑽を重ねることが、「目に
見えない」大切なもの、すなわち「新渡戸博士の精神（誠意と
思いやりの心）」だと信じています。
　最近、新渡戸博士の親友、内村 鑑三が軽井沢の星野温泉若
主人に宛てて草した『成功の秘訣』を読みました。

　この十カ条は旅館経営の心得ですが、旅館を病院に、客を患
者に当てはめれば、私たちの目標とする病院がより具体的に
見えてくるのではないでしょうか。誠実に、志を忘れずに、品
性豊かな病院を目指して努力していきたいと考えています。

一、 自己に頼るべし、他人に頼るべからず。
一、 本を固うすべし、然らば事業は自ずから発展すべし。
一、 急ぐべからず。自動車の如きも成るべく徐行すべし。
一、  成功本位の米国主義に倣ふべからず、 

誠実本位の日本主義に則るべし。
一、 濫費は罪悪なりと知るべし。
一、  能く天の命に聴いて行ふべし。 

自ら己が運命を作らんと欲すべからず。
一、 雇人は兄弟と思ふべし、客人は家族として扱ふべし。
一、 誠実に由りて得たる信用は最大の財産なりと知るべし。
一、 清潔、整頓、堅実を主とすべし。
一、  人もし全世界を得るとも其霊魂を失はば何の益あらんや。

人生の目的は金銭を得るに非ず。品性を完成するにあり。

参考文献 ①樋野 興夫著『われ21世紀の新渡戸とならん』 ②湊 晶子著
『新渡戸稲造と妻メアリー　教育者・平和主義者として』 ③東京医療生活
協同組合編『第1回 新渡戸稲造シンポジウム記念誌』

中野副看護部長（左） 
大峰看護部長（中央）
望月副看護部長（右） 


