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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2627 回例会 平成 26 年 10 月 10 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      吉田 稔 会員 

◇ お客様 

米山記念奨学生   ムンク・バトさん 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：三つあります。一つ目は、当クラブの 50 周年

記念事業委員長を仰せつかっておりましたが、先週インターアクト例

会で成田高校に行きました時に、校庭に 6 本の桜の木が植えてありま

した。これで 100本の桜を植え終わり、50周年記念事業が終了いたし

ました。二つ目は、自宅の照明をすべてＬＥＤに変えました。三つ目

は、一昨日、テレビ東京で放送されている“昼めし旅～あなたのご飯見せてください～”とい

う番組に、うちの昼ごはん（賄い）が出ました。週に一度カレーの日があるのですが、丁

度その日は里芋とコンビーフのライスカレーの日でした。（以前、南太平洋でタロイモとコ

ンビーフのカレーを食べて感動したので）。賄い料理ですので、直接売り上げには関係して

きませんがニコニコさせていただきます。 

 

角田 憲司 会員：30 歳になる長男が 10 月 5 日に結婚入籍いたしま

した。男友達ばかりで心配しておりましたが、ほっといたしました。 

 

 

 

角田 幸弘 会員：新幹線のグリー

ン車にＷｅｄｇｅという本が置い

てありますが、10月号に私が紹介さ

れました。来週のご旅行でぜひご覧

になっていただければと思います。 
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石指 雅啓 会員：去年の 10月 11日に入会してちょうど 1年になり

ます。入会当初から空港は地域とともに発展するとお話しさせていた

だきましたが、これをモットーに空港会社、ロータリークラブの皆様

と共にロータリー生活をエンジョイさせていただいております。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆様こんにちは、今週は話題になる事柄の多い 1週間

でした。 

台風 18 号、体操アジア大会、皆既月食、ノーベル物

理学賞受賞、等々話題に困ることが有りませんでした、

今日はその中から私の分野である「青色ＬＥＤ」につい

て少しお話しします。 

ＬＥＤは 1962 年に赤色が発明され 10 年後には黄色、

そして今回の青色は 1990年に赤崎勇さん（名城大教授）、

天野浩さん（名古屋大学教授）によって基本発明がされ、実用化発明は 1996年に中村修二

さん（当時日亜化学工業）によってされました。この青色ＬＥＤの出現で白の発色が出来

るようになりました。その方法は 2 種類有ります、１つは光の 3 原色、赤・緑・青を合わ

せる方法、もう１つは青色を蛍光体に照射して蛍光体を白色に光らせるものです。前者は

大型ディスプレイと演出照明です。3 原色をコントロールして全色を再現しています。そ

して後者が通常の照明に使われているものです、蛍光体の成分を変える事によって、電球

色から冷たい白色までの発色が出来ます。 

 ロータリーに適用したとき、この中で考えて欲しいところが有ります。 

３人とも研究者では有りますが経営人ではなく職業人として従事していた現場での発明

発見です。中村さんの発明に対して日亜からその特許報酬として 2万円が支給されました。

不満を感じ、見切りをつけた中村さんは日本を離れアメリカ国籍を取り自分の会社を立ち

上げました。そして、日亜に対して 400 億円の裁判を起こし 200 億円の判決を得ましたが

最終的には 8 億円で和解をしました。これらの事柄をその時その時で見てみると様々な問

題が考えられます。 

・ 日亜の取得特許による利益と個人に対する報酬の割合の妥当ライン 

・ ダメだった場合は 0となる膨大な研究費と時間を決断した企業側のリスク 

・ 整った研究設備と予算の環境が有ったから出来た研究発見であった 

今月は職業奉仕月間です、単に事の感想ではなくロータリアンとして少し深く考えてみて

下さい。そして、今日は橘会員による職業奉仕月間としての卓話をお願いしてあります。 

 

◇ 奨学金授与   

米山記念奨学生 ムンク・バト 君 

先週、自宅の引越しで欠席してしまい申し訳ありませんでした。

皆様の支えのお蔭で博士論文を 9 月 24 日に提出することが出来

ました。これからの流れは来年の 1月に審査会があり、そのあと

結果が出ます。それに向けて準備を進めています。良い結果がで

たら皆様に報告したいと思います。本当にありがとうございました。 
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◇ 表彰 

・スポンサーピン（先週欠席分） 

甲田 直弘会員 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・週報 成田ＣＲＣ 9/3～9/24 

    多古ＲＣ  8/5～9/16 

・交通遺児育英会より「君とつばさ」10/1第 316号 

＜連絡＞ 

・10月 15日（水）14:00～ 日航ホテルにてＩＭがあります。 

・10 月 16 日（木）～18 日（土）まで親睦旅行ですが、参加されない方は、ビューホテル

フロントにメーキャップ用ボードがありますので印鑑を押して下さい。 

・9月の月見例会時に、広島災害の義捐金を募りましたが、まだの方、もう一度の方 

 1,000円/人 以上でお願いします。 

・ガバナー事務所より地区大会記念ゴルフが台風で中止になりましたが、同じ要領で 12月

1日（月）に行われます。 

 

◇ 入会式 

鈴木 敏道（すずき としみち）会員  日本空港ビルデング株式会社 総支配人 

推薦人 鈴木 信行 会員、石指 雅啓 会員 

顧 問 平野 省二 会員 

所属委員会  クラブ広報委員会 

Ｓ．Ａ．Ａ．  

職業分類  空港管理 

このような立派な会に参加させていただくことになり大変感激

しております。昭和 35 年生まれで芝山町出身です。会社の本社

は羽田ですが、地元住民ですので、是非成田のために少しでも力

になれればと思っています。ご指導よろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 長原 正夫 委員長 

【寄付】米山記念奨学  小宮山 四郎 会員 

ロータリー財団 平野 省二 会員（ＭＰＦ）、 

松田 泰長 会長（ベネファクター） 

 

・国際奉仕  石川 憲弘 会長ノミニー 

皆様にお願いしております使用ずみ切手収集の件でございますが、

福祉協議会を通じて「ジョイセフ」という団体に成田ロータリーク

ラブとして、私が切手を届けております。「ジョイセフ」とは国際協

力組織の一つであります妊産婦と女性の命と健康を守る活動をして
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いる団体です。世界中の女性たちが望まない妊娠をすることなく、いつ何人生むか生まな

いかを自ら選択し、清潔なベッドで安心して赤ちゃんを産めるように出産や育児、結婚、

教育、職業など自分の人生を自分の意思で作っていけますように〜そんな願いを胸に「ジ

ョイセフ」は 1963年設立以来「まずは人づくりから」を合言葉に人を育てる支援や物の寄

贈支援をはじめ各国の課題に沿った様々な活動をしているそうです。たまたま私の会社は

仕入先が 180社ほどあります。毎月送られてくる請求書など色々な郵便物を含めまして 200

枚ぐらい集まります。捨ててしまえばゴミですが、役に立つのならばと、この「ジョイセ

フ」の理念に賛同して皆様にお願いをいたし 6、7年になります。まだ続けております。こ

こに改めて協力をお願いいたします。 

 

・親睦   吉田 稔 リーダー 

16 日から 2 泊 3 日で親睦旅行に出発します。22 名の参加となりまし

た。当日は 7時 20分 JR成田駅の改札口集合となっております。 

 

・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

10月 19日、第 26回印旛沼クリーンハイキングが午前 9時より正午ま

で開催されます。成田ＲＣは受付担当です。現在 9名参加予定、集合

時間は 8時。ロータリージャンパー着用でお願い致します。 

 

◇ 卓話 

 私の職業奉仕  

 橘 昌孝 会員（橘耳鼻咽喉科 院長） 

昭和５３年成田空港が開港しました。それに伴い成田市及び周辺の人口が急増して、橘

耳鼻咽喉科医院の患者数もうなぎ上りに増えました。 

 昭和 54 年４月、それまで 3 年半勤務していた成田赤十字病院を退職し、橘耳鼻咽喉科

医院に就職して父とともに働くことになりました。冒頭に述べましたように開港以前は１

５０人前後の患者数が増加し、１日３００～４００人の患者さんが来院するようになりま

した。 

朝７時３０分に診察を開始して昼休みはとりますが、夜８時～９時まで休みなく働きま

した。私は診察が終わると家で食事をして風呂に入って寝るだけですが、スタッフは勤務

を終えて家に帰り食事、入浴をした後寝て、朝は７時３０分の診察開始までに出勤しなけ

ればなりませんでした。大変な重労働でした。 

私の診察はスタッフおよび家族の協力に支えられてこそ

可能であり、この協力にはどんなに感謝しても感謝しきれ

ません。 

私の父は「開業医は患者さんが困っている時には夜中で

も診てあげるのは当たり前だ」と言って、患者さんの要望

があれば夜中でも診察していました。父は成田ロータリー

クラブのチャーターメンバーでしたので「職業奉仕」を、

身をもって私に示していたのであろうと考えています。 

私が大学時代夏休みに帰宅すると、父は常にロータリーの文献を読み原稿を書いていた
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のを記憶しています。ロータリアンたるもの常にロータリーについて学び、職業奉仕、社

会奉仕をしようと努めていたのかと思っています。 

そのような父の跡を継いだ私は、毎日３００～４００人の患者さんを診察した後の夜中

にも、救急の患者さんが来院すると診察していました。最初はまだ若かったので頑張るこ

とが出来ましたが年とともに夜中の診察はきつくなりました。 

十数年経ったある夜、近くの消防署から「診てほしい患者さんがいる」と電話があり受

けることにしました。患者さんの来院をうつらうつらして待っていますと、１時間ほどし

て消防署から再度電話があり「今日は様子を見るそうです」・・・・。その時は眠いので

「ああそうですか」と言い、寝ました。翌日消防署に電話して「来院しない患者さんは紹

介しないでほしい」と言ったところ、次のような返事でした。 

「私たちは紹介するだけで、行く、行かないは患者さんの責任です」、昼間の疲れが取

れない状態で夜中の診察をしている私には大変ショックな返事でした。 

消防隊員は８時間交代で勤務していますので、勤務が終わった後の時間はゆっくり休む

ことが出来ますが、私はある意味、２４時間体制で診察しています。確かに来院するかし

ないかは患者さんの問題ですが、「迷惑をかけて申し訳ない」と一言、言ってほしいと思

いました。そこで「今後はそちらからの紹介はお断りする」と告げて電話を切りました。 

正直なところ、２４時間体制で診療を行うことは一人の医者では不可能なことです。「そ

れでは皆で、交代でやれば良い」とのご意見があると思いますがこれがなかなか厳しいの

です。内科の開業医は数が多いので夜間輪番が可能です。 

現在、成田市夜間急病診療所では、平日は夜 7 時から１１時まで、日曜、祝日は朝１０

時から夕方５時、さらに夜７時から１１時まで交代で内科・小児科の医師が診察していま

す。輪番制に参加している内科・小児科医はおおよそ月１回の当番で済みますが、我々耳

鼻科医が輪番制で診察する場合は医師数が少ないのでそのようには行きません。 

耳鼻科医は成田市夜間急病診療所が輪番制を始めたとき、４人の開業医しかいませんで

した。隣の市を入れても５人であり、現在は２人の耳鼻科医が閉院しましたのでさらに少

なくなりました。成田市では息子と私の２人で診療、学校健診（約４０学校）などを頑張

っています。とても交代で夜間の診療を行うのは不可能です。しかし現在、急病診療所で

内科・小児科の先生方が診療してくれているおかげで、当院での急患は減少して楽になり、

内科・小児科の先生方に感謝しています。 

 

次に医師会活動についてお話したいと思います。昭和６２年から平成１２年までの１３

年間、印旛市郡医師会立成田看護高等専修学校の運営に関与しました。 

医師会立看護学校担当の参与、理事を経て運営委員、そして平成８年から１１年までの

４年間は校長を仰せつかりました。 

校長に就任した際、教務の先生方にお願いしたことは、生徒を教育するとき「役に立つ

准看護婦（士）」を育ててほしいということでした。 

「単に資格を取るだけではなく、患者さんの役に立たなければならない」ことを肝に銘

じてほしいと生徒たちにも話をしました。 

校長は年３回、式辞を述べなければなりません。入学式、戴帽式、卒業式です。 

校長になって考えたことは、看護婦の神様であるナイチンゲールが看護についてどのよう

に考え、どのように行動したのかを知ることでしたが、幸い、ナイチンゲール書簡集を手

に入れることができました。 

 ナイチンゲールがその生涯で看護について各方面の看護学校などに書いた手紙は 1 万通

以上であり、これが書簡集として残されていました。 
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 看護についてナイチンゲールは次のように述べています。 

私たち看護するものにとって、看護とは、年ごと月ごと週ごとに＜進歩＞し続けていない

かぎりは、まさに＜退歩＞しているといえる、そういうものなのです。 

 経験を積めば積むほど、私たちはますます進歩していくことができるのです。あなた方

が私たちとともに過ごした一年間の訓練で得た進歩といえども、訓練を終えた＜後に＞毎

年為し遂げていかなければならない進歩に比べれば、無に等しいといえるでしょう。自分

のことを「私はいまや＜完全＞なそして＜熟練＞した看護婦であって、学ぶべきことはす

べて学び終えた」と思っているような女性は＜看護婦とは何か＞をまったく理解していな

い人であり、また＜これからも＞絶対に理解することはないでしょう。彼女はすでに退歩

して＜しまって＞いるのです。 

 

 このナイチンゲールの言葉は、我々ロータリアンにとっても大きな示唆を与えてくれる

と思います。ロータリーは常に進歩しています。CLP しかり RLI しかり、我々成田ロータ

リークラブは２７９０地区で最初に CLP を導入しました。そして当時１９あった委員会を

現在の５つの委員会に減らしたことによって形は整いました。しかし現在、全員参加を目

標としている CLP を十分に行えているかと自分に問うと、そのような状態にはないと言わ

ざるを得ません。 

現在もし、成田ロータリークラブの誰かが、自分は CLP、RLI そしてロータリーについ

て十分に理解して何でも分かっているので、これ以上学ぶ必要はないと自負しているなら

ば、ナイチンゲールが言うように、すでに退歩していると言っても言い過ぎとは言えない

のではないでしょうか？ 

 我々ロータリアンはロータリーについて知っていることは勿論大切ですが、「超我の奉

仕」をめざして自分の職業を通じて社会に、そして自分の周りの人々に奉仕することの方

が大切ではないでしょうか？ 

また、ナイチンゲールは次のようにも言っています。「一つの組織体にとって最も肝心

なことは、その中の誰もが他者の仕事を妨げないで、他人の仕事を助けながら自己の仕事

を遂行することなのです」と。 

お互いロータリアンであるならば他者の仕事を妨げないで、他人の仕事を助けながら自

分の職業活動そしてロータリー活動を行いたいものです。 

そしてナイチンゲールは、更に次のように言っています。 

私は自分の生命の最後の時まで毎日毎日努力して学び続けることでしょう。「足失いし

そのときは、足なきままに戦えり」と民謡でうたわれているように、他者を看護しながら

学ぶことが不可能になったときには、看護されながら、つまり＜私を＞世話してくださる

看護婦さんの看護を見ながら学ぶことでしょう。 

 

看護婦の神様と言えるナイチンゲールが死ぬまで学ぶと言い、しかもベッドの上で療養

しているときには自分を看護してくれる若い看護婦から学ぶということが私に強い衝撃を

与えました。 

学校での入学式、戴帽式、卒業式にこのナイチンゲールの言葉を生徒たちに話し、そし

て「役に立つ准看護婦（士）」になって患者さんたちの為になる看護をするように叱咤激

励しました。 

校長として一番嬉しかったのは、平成 12 年に閉校するまでの最後の４年間、准看護婦資

格検定試験の全国模擬テストで、全国４７０校中４位、３位、６１位、２位だったことで

す。教務の先生方が適切な指導をし、それに応えて生徒たちが頑張ったお蔭でこのような
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結果を得ることが出来ました。 

看護学校に関与するようになった時代から外来診療が終わると、夜、外出することが多

くなりました。患者さんが発熱しているとき、中耳炎で鼓膜切開したとき、鼻出血があっ

たときには診察が終わった後患者さんに電話します。その後の様子を聞き、困っていると

きは指示することが出来ますので、安心して外出できるからです。この電話は診察が終わ

ると現在でも行っています。 

また医師会活動の中で、年に一回講演会があり、外部の方々の講演を聞く機会がありま

す。 

ある時、明治大学登山学部全体の隊長さんと頂上に登る登攀隊長さんがお話して下さい

ました。明治大学登山学部は皆さんご存知のように８０００ｍ級の山々を数多く登攀して

います。その時のお話の中で次のように言われました。「皆さんチームワークについてど

のように考えていますか？おそらく皆さんはチームワークについてお互いが助け合うもの

と考えていることでしょう。しかし８０００ｍの山でお互いが助け合う状況になったら皆

死んでしまいます。各隊員が持っている最高の力を発揮して初めてチームワークが成り立

つのです。」 

この言葉を聞いて、早速翌日の申し送りの時に、「橘医院では新人に対して８つの部署

それぞれを担当する際、仕事を覚えるまできちんと教育をするが自分たちも努力をして一

定のレベルに達するようになってほしい」と述べました。確かに最高の力を発揮すること

が望ましいですが、少なくともある一定のレベルに達していないと仕事の流れが止まり、

仲間のスタッフにもそしてなによりも患者さんに迷惑をかけることになるからです。 

ロータリーでも同じことが言えるのではないでしょうか？ある程度のロータリーについ

ての知識がないと例会に出席しても何をしているのか理解が出来ず、ロータリーは面白く

ないということになるのではないでしょうか？ 

成田ロータリークラブに入会してロータリーを知らないというのは、１つは本人の努力

が足りないと言えますが、入会を勧めておいて入会した後、何のフォローもしないで「あ

なたの努力が足りない」と言うのでは、成田クラブが誠に無責任と言われても仕方がない

でしょう。幸い成田クラブには新入会員のために顧問がいますので、分からないことは何

でも聞くことが出来ます。ただし、この顧問も１年間の期限付きです。１年経っても新入

会員がロータリーについて理解できないとすれば顧問の責任は重大です。１年しかないの

に何も相談に乗らなかったのでは何のために顧問を引き受けたのでしょう？顧問と雖もロ

ータリーについて何でも知っているわけではないでしょうし、場合によっては忘れている

こともあるでしょう。その時には、源流の会が作った「これだけは知っておきたい（ロー

タリーの基礎）」を活用して新入会員と一緒にひも解くことにより、顧問自身も思い出す

ことが出来るのです。 

勿論、顧問だけに新入会員の教育をお願いするのではなく、自分が所属する委員会が何

をするべきか考えていただきたいと思います。各委員会は毎年新年度になるとメンバーが

変わります。比較的入会間もない会員が、あるいは新入会員が所属している委員会は先ず、

自分たちの委員会が何をする委員会なのか皆で学ぶ必要があると思います。 

例をあげますと、会員増強・退会防止委員会は会員増強については年間純増２名を掲げ

て実行しています。しかし、退会防止についてはあまり考えていないのではないでしょう

か？退会防止をどのように行うのが良いのか、委員全員が参加して考えることが大切です。

委員長、リーダー、サブリーダーのみで考えて実行したのでは委員が何をするのか考える

機会はなく、情報の共有が出来ず、一部の人たちだけが動くことになるのではないでしょ

うか？ 
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委員長、リーダー、サブリーダーはどのようにすれば「委員が考え、参加できる」のか

を考えるのが第一の仕事であると考えますが如何でしょうか？そうしないと委員が何も考

えず、参加する意欲も低下すると思います。 

 

橘医院では、午前中の診療が終わると「申し送り」をします。目的は前の日の午後から

当日の午前中までの各自のミスを皆で共有することです。勿論ミスをした本人には反省し

てもらいますが、ミスの中でも大きな問題についてはそれがどのように起こったのか？そ

の原因は何か？どのようにすれば良かったのか？を皆で考えて良い方法を見つけて皆で行

います。 

自分は起こしていないミスでも、他のスタッフの発言を聞いて、その様なことが起こる

ことを意識してミスしないようにしてもらいます。我々が行っていることはまさに PDCA

そのものです。 

また、新人が入ると必ず防火協会が主催する救急の訓練に参加させます。新人が参加し

たときに使ったテキストを見ますと、その都度心肺蘇生法が変わっています。現在は、胸

骨圧迫を３０回行い、人工呼吸を１秒２回行う。人工呼吸が困難な時は胸骨圧迫のみを続

ける。胸骨圧迫のペースは１分間１００回以上行う。これを行いながら AED の到着を待

ちます。 

橘医院には就職して２年以内の３人の新人がいます。その３人が主役となり、「救急蘇

生の訓練」の計画を指導者とともに立て実行します。訓練は、先ず１人で外来の受付にい

るとき、患者さんが入口から入ってきた途端倒れたとします。患者さんに呼びかけ意識、

呼吸がないと２階にいるスタッフを大きな声で呼びます。次は胸骨圧迫を行いつつ、２階

から降りてきたスタッフに「１人目はアンビューバッグ、２人目は AED、３人目は酸素、

４人目は１１９番通報」と指示します。この時この他のスタッフは、ストップウオッチで

１分間１００回以上のペースで圧迫しているか、など訓練が適切に行われているかチェッ

クします。 

訓練が終わると皆で訓練について話し合い、良かった点、上手くいかなかった点を洗い

出し、良かった点はさらに良くいくようにし、上手くいかなかった点は上手くいかなかっ

たのは何故かその原因を見つけ、今後どのようにすれば良いのかを検討します。これも

PDCA だと思います。 

この訓練は先ず新人が１人目、２人目、３人目、４人目をそれぞれ十分に体得するよう

に行い、その後ベテランのスタッフも忘れないように繰り返し訓練します。１回やれば何

でも分かり身に付くということはありません。訓練により身に付けば、橘医院の中だけで

はなく、いつでもどこでも役に立つのです。 

今ではどこにでも AED が設置されています。それを有効に使って初めて役に立つので

す。AED はあるが使える人がいない、あるいは使える人がいても AED の電池が切れてい

たのでは宝の持ち腐れです。常に使えるようにしておくことが大切で、それが人の命を助

けることになるのです。 

成田ロータリークラブには優秀な会員が大勢いますので、その一人一人に力を発揮して

もらわなければ誠に勿体ないと思います。お互いに切磋琢磨しロータリーについて学び、

ロータリーライフを楽しみ、職業奉仕をしたいものです。 

さてこれからは、橘医院で現在どのように治療しているかをお話したいと思います。 

皆さんもご経験があるかも知れませんが、耳鼻科の治療は嫌なものです。鼻の孔に吸引

管を入れるだけで、大人でものけぞって治療を嫌がる場合があります。 

さらに耳の聞こえが遠い場合、鼻の奥から耳に通じている耳管を通して耳管カテーテル
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を挿入する治療は、鼻の真ん中の骨（鼻中隔）が曲がっている場合、痛い時があります。 

また、中耳炎で痛みが強く鼓膜が腫れている場合は鼓膜切開をしますが、一瞬とはいえ

大変痛いものです。このように耳鼻科の治療は小さいお子さんにとっては「修行」と言え

ます。今言いましたように中耳炎で鼓膜切開をしたとき、小さいお子さんは泣いて暴れま

す。その子が翌日の治療の時、泣いているが暴れなければ「今日は泣いたけれど暴れなか

ったのは素晴らしい」と「暴れなかったこと」を指摘して褒めます。ただお利口さんと褒

めたのでは、「何がお利口だったのか」分かりません。泣いているときに褒められると泣

くことを褒められたと勘違いします。さらに何日かして１人で座り、泣かないで治療させ

たときは１００点満点をあげます。その結果、１００点と言われることが嬉しくて、喜ん

で治療に来るお子さんもいます。 

橘医院で診察台に一人で座って、しかも泣かないで治療させるお子さんは何歳位だと思

いますか？おそらくお分かりにならない皆さんが多いでしょう。生後４ケ月で、まだ頭が

座ったか座らないかの赤ちゃんを１人で座らせて、治療しても泣かないのです。どうして

このような赤ちゃんが１人で座って治療させてくれるのでしょうか？それは胎教のおかげ

です。 

生まれて間もなくの赤ちゃんにある実験をしたそうです。それは赤ちゃんの脳波を取っ

て比較したのです。何と何を比較したかといいますと、お母さんが赤ちゃんに「新聞記事

を読んで聞かせた場合」と「お腹の中にいたときに読んで聞かせた童話を読んだ場合」の

脳波です。その結果は新聞記事の場合は赤ちゃんの脳波は何の反応も示さなかったのが、

お母さんが童話を読み聞かせたときには反応したそうです。まさに胎教です。 

それでは橘医院に治療に来る赤ちゃんが何故おとなしく治療させてくれるのでしょう

か？この赤ちゃん達にはお兄さん、お姉さんがいます。自分がお腹の中にいたとき、お兄

さん、お姉さんが治療したとき泣かないでお利口さんに治療させてくれましたので、１０

０点をあげました。いつもお兄さん、お姉さんが褒められたのをお腹の中で聞いていたの

です。その結果、自分が治療の時もおとなしく治療させてくれたと考えています。 

現在、１歳６ケ月～２歳位のお子さん達が頑張っています。名前を呼ぶと１人で走って

きて診察台によじ登ります。足が届きにくいときはお尻を支えて台にあげます。治療のと

きも動かず、泣かず、そして治療が全て終わり、帰るときはハイタッチをしてくれます。

このハイタッチをしてもらい私は元気になります。 

全てのお子さんたちが初めからこのようにお利口さんとは限りません。先ほど述べまし

たように中耳炎で鼓膜切開をすると大変痛いので暴れます。しかし、少しずつお利口さん

になって泣かなくなります。橘医院では個室で一人ひとり治療するのではなくオープンス

ペースで治療しますので、他のお子さんのやり方を見て、自分も頑張ろうと思うのかなと

想像しています。 

兄弟３人で治療に通っているとき、上の２人が風邪を引いて治療が終わった後、一番下

のお子さんが泣いていました。何故泣いているのか聞きますと、「僕のことを治療してく

れなかった」と言います。その時は診察台に乗ってもらい咽喉にルゴールを塗ると満足し

て帰って行きます。また他にも、お兄さんの治療が終わると自分は治療しなくてもよいの

に、お兄さんを押しのけて年下の２歳の女の子が診察台に座ります。おまけのルゴールを

咽喉に塗ると満足して台を降り、頭を下げて「ありがとう」の挨拶をしてくれます。 

また更に別のお子さんは、お母さんが「橘医院に治療に行く」と言うと「お母さんは自

分だけ治療に行ってずるい」と言ったそうです。そして今年の初め、橘医院が休みと思っ

たお母さんが、他の市の耳鼻科に連れて行ったとき、診察台に座ったお子さんが目の前の

医者を見て、「違う」と言って治療させなかったそうです。 
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最近、お母さんたちにお話ししていることは、１００点を取らなくても少しでも出来た

ら褒めてくださいということです。ただ「お利口さん」と言うのではなく、先ほどお話し

したように「出来たことをはっきり指摘して」褒めてくださいとお願いしています。 

橘医院での申し送りのときには反省ばかりではなく、良かったことも皆で探します。昨

日まで泣いていたお子さんが「僕今日から泣かないで治療するよ」。嫌な治療を頑張って

耳の聞こえが良くなった。風呂に入らないで治療したらすっかり良くなった。いろいろあ

ります。 

小さいお子さんが頑張って良くなったのは本人の努力があったからですが、何よりお母

さんが頑張って診察に連れて来てくれたお蔭です。そこでお母さんのご苦労を労いスタッ

フ一同「おめでとうございます」を言います。 

橘医院一同で患者さんを励まし、お子さん達の成長に感激し、笑顔で仕事が出来る毎日

に感謝しています。このように、小さい子供たちが自分から治療をしたいと思うのは我々

スタッフ一同が安心安全な場を提供しているからと考えています。 

以前、例会で卓話していただいた高柳和江先生が提唱する「一日５回感動し、一日５回

笑う」を目標に、先ず自分を好きになり、周りの人を幸せに出来るように感謝、感動の毎

日を送りたいと願っております。 

平成１５年、６４歳のとき胆石を患い、その後手術して胆嚢を摘出することになりまし

た。さらに永年の無理がたたり高血圧症、脳梗塞になりました。  

現在でも症状が残っています。物が二重に見えるようになり、上下左右は良いのですが、

指を斜めに動かしますと指が二重に見えています。さらに平成２４年１２月初めのある日、

朝起きたら左腕が上がらなくなりました。開業してからトータル１００万回以上、左腕を

上げ下げして使った結果、脊椎症性脊髄症になりました。筋電図を測ったら筋力が２０％

しか残っていないと診断されました。２０％しかないのか？とがっかりするのか、でも２

０％残っているのだから、リハビリを頑張ろうと考えるのかでその後の経過は全く異なり

ます。 

幸い、妻が電気刺激で筋力を回復する方法を新聞記事から見つけ、リハビリしている開

業の整形外科で理学療法士の先生が日本医科大学千葉北総病院でその治療をしていること

をインターネットで探して下さいました。 

電気刺激を行うリハビリを始めて約１年６ケ月、徐々に左腕を使った診察が出来るよう

になり、さらにハンドルにノブを付けて自動車の運転も出来るようになりました。このよ

うに頑張っている自分自身を好きになり、リハビリを支えてくれる妻をはじめ周りの人々

に感謝して、小さい子供たちとのハイタッチから元気を貰い、ロータリー活動が出来るよ

うになったことを心から感謝している毎日です。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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