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テクスチャー

ガラスを豊富

に使用して変

化を付け立体

感を強調して

いる。

1947年、エッチンググラス工芸家 生田徳次氏の長男として生まれる。

慶應義塾大学卒業。在学中、ふらんす文化研究会に所属しヨーロッパの

ステンドグラスについて探究し、A・W・Lメンバーとして渡欧。父より

エッチンググラス・ステンドグラスの高度な技術を学び、アメリカの研

修を終え1975年ステンドグラス作家としてデビューする。

その後、定評ある指導方法でエコールドロイヤル・大丸心斎橋店文化サ

ロン・神戸大丸産経学園・読売文化センターなどに講座を持つ。ステン

ドグラス100人展を主催し、特別出品。日本青年会議所芸術部会長。

1992年 函館アトリエを開設し北海道でも制作を始め、1997年には東

京にもアトリエを開設。その他数々の日本のステンドグラス展へ出品。

活躍の場を広げていらっしゃいます。

経歴

この作品に合

わせ、特別に

ガラス粒を電

気窯で焼いて

作られたフュ

ージングガラ

ス。

日本ステンドグラス協会会員
日本ガラス工芸協会会員 氏

いくた  さとし

生田  哲生田  哲

古瀬院長と

製作者（生

田哲氏）。

二人は公私

ともにお付

き合いのあ

る友人。

多くの工程を経て念入りに制作

・帝国ホテル大阪チャペル・・・・・・・（大阪市）

・成田空港アメリカン航空ラウンジ・・・（成田市）

・鳥羽国際ホテルチャペル・・・・・・・（三重県）

・姶良カトリック教会・・・・・・・・・（鹿児島県）

・高知県立追手前高校多目的ホール・・・（高知市）

・北海道立函館盲学校・・・・・・・・・（函館市）

・浦上天主堂　被爆マリア聖堂・・・・・（長崎県）

その他多数

・大阪市立東洋陶磁美術館・・・（大阪市）

・リーガロイヤルホテル・・・・（大阪市）

・ホテルニューオータニ大阪・・（大阪市）

・大阪全日空ホテル・・・・・・（大阪市）

・神戸ポートピアホテル・・・・（神戸市）

・ナビオ阪急・・・・・・・・・（大阪市）

・神戸市役所・・・・・・・・・（神戸市）

その他多数

主なステンドグラス作品歴 主なエッチンググラス作品歴

作品の特徴

伝統的な技法と欧米の最新技術をうまく調和させ、高度なエッチンググラス技法を

要所に施し、淡くすっきりした新感覚の独自の世界を創り上げたこと。

制作した作品がどこにはまるかで全く違います。恒生病院では廊

下の奥にあり、周囲があれだけきれいな緑に囲まれた病院なので

その緑をイメージしました。

作品名は「瑞光」といいます。吉兆－良いことがこれから起きる

という兆しを表してます。ふつう「何とかの木々」や「何とかの

小径」などの名前をつけるところですが、あえて光にしたのは、

患者さんのことを考え、病気の方が診察を待つとき天からの良い

ことがありますよ、という兆しを光で現したいと思ったのです。

最初は紙にしっかりしたデザインを描いて、次に枠組みを創り、

そこへ色ガラスをはめ込んでいきます。

作品としては大きい方です。もっと大きい作品はたくさ

んありますが、デザイン的に分割されていることも多く

一枚ものとしては大きい方です。

有名なところでは長崎の浦上天主堂のマリア聖堂のステ

ンドグラスを2年ほど前に制作しました。他に帝国ホテ

ルのチャペル、東京の目黒雅叙園のチャペル、その他官

公庁、学校など、色々手がけています。チャペルは多い

ですね。作品集に恒生病院も入っています。

－新病院のステンドグラスは患者さまからも大変好評を頂いております。

－ステンドグラスはどのように制作されていくのでしょうか？

－本当に素晴らしい作品を有難うございました。

－これは作品としては大きい方ですか？

－先生の作品には、他にどんなものがありますか？

－この作品には名前がありますか？

昨年秋に新築移転し、新しくなった病院の中でひと際目を引くのが、外来診察室前廊下の奥にあるステンドグラス。

今回はそのステンドグラスを制作して頂きました、ステンドグラス作家 生田 哲 氏にインタビューを伺いました。

こうせいこうせい

ずいこう

恒生病院だより 第８号

平成20年4月1日発行

権利

義務

3. 自己決定する権利

全ての患者は個人として人格と価値観を尊重され、医療従事者との信頼、相互協力関係の

もとで誠実な医療、看護を受ける権利を有しています。そのため恒生病院では患者の権利

とそれに伴う義務を定めています。

1. 良質な医療を平等に受ける権利

患者は誰でも社会的地位、民族、国籍、宗教、障害の有無によることなく最善の医療を平等に受ける

権利があります。

2. 十分な説明と情報を得る権利

患者は自分が受ける治療や検査に関して分かりやすい言葉で十分に理解できるまで説明や情報の提供

を受ける権利があります。

患者は十分な説明と情報提供を受け、医師や病院の選択、治療方法を自ら決定する権利があります。

4. 自分が受けた医療について知る権利

患者は自分の病気や受けた治療について知る権利があり、カルテの開示などを求める権利があります。

5. 個人情報が守られる権利

患者は診療に関する個人情報やプライバシーを厳しく守られる権利があります。

6. 患者は自身の健康状態や考え方を医療従事者に正確に伝えてください。

7. 患者は自身が受けている医療に関して十分に理解し、納得するまで質問してください。

8. 患者は他の患者の治療や療養生活に支障をきたさないようにしてください。

理念

施設管理者 ( 院長 )　古瀬 繁

・ 脳神経外科を中心とした救急医療に情熱を持って取り組み、

地域医療に貢献します。

・ 患者さまの尊厳を守り人権を尊重し、安心で安全な医療・介

護を提供します。

・ 絶えず新しい知識と高度な技術の習得に努め、地域から信頼

される施設を目指します。

・ 職員一人一人が生きがいとやりがいを持って全人格を医療・

介護に捧げられる職場を実現します。

・ 法規範を遵守し、開かれた施設として情報を公開し、第三者

評価を積極的に受け入れます。

誠実な医療・介護を通じて社会に貢献する

方針

病院から無料送迎バスの運行もございます。
送迎ルートや時刻表については、直接病院総合受付窓口
までお問い合わせ下さい。　　㈹ 078-950-2622

ＰＰ

電車でお越しの方･･･
三宮方面からは神戸電鉄「谷上」駅より、三田方面からは

神戸電鉄「三田」駅より「道場南口」駅下車、すぐ。

お車でお越しの方･･･
中国自動車道「西宮北」インターを降り、有馬街道を三田

方面へ約２km。

＊駐車場のご利用について＊
　病院南側に有料駐車場がございます。お車の方はこちらをご利用下さい。
 （ただし、診察を受けられた方に限り、駐車券を病院会計までお持ち頂くと３時間
　まで無料となります。）

救急搬送や緊急手術などにより、急な変更が

ある場合がありますのでご了承下さい。

受付時間

午前診   8：30 ～ 11：30

夜間診 17：00 ～ 18：30

★内科診は午前 9 時半より診察開始となります。

月 火 水 木 金 土
１診

（脳外）
田村 奥田 田村 古瀬 古瀬 交代制

２診
（脳外）

古瀬 古瀬 奥田 田村 田村 交代制

３診
（整形）

岸本 小林 小林 大学整形 小林 岸本

４診
（内科）

藤田 藤田

楠診 楠 楠
１診

（脳外）
奥田 古瀬 奥田 田村 田村

2 診
（整形）

小林 小林
夜間診

平成20年4月現在

午前診

患者様及びご家族様や地域の方々の心身のリラックスを目的に開かれます。

皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加下さい♪

６月14日(土)

午後２時～３時　恒生病院１Ｆロビーにて

( 院内写真一部 ) 撮影 ： 野口兼史氏
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K O S E I  H O S P I TA L 病院施設紹介

４Ｆ４Ｆ

デイコーナー

ここでは入院患者様やそのご家族、お見
舞いの方々が一緒に会話を楽しんだり、
お食事をして頂く憩いのスペースです。

一床あたり８㎡以上と、一人一人の
空間を広くとりプライバシーを確保
したお部屋となっています。

４床室

スタッフステーションカウンター

スタッフステーション

準特別室
オープンカウンターですので、入院生活
でのご相談、何か困ったことなどがあれ
ば気軽にお声を掛けて下さい。
また、お見舞いの方もこちらが受付とな
っております。

看護師・看護助手が、日々ここで入院患
者の皆さまの看護を行うべく様々な業務
を行っております。

個室

広々とした空間の中、全ての個室に
トイレ・洗面が設置され落ち着いた
療養環境が得られます。

ここではトイレ・洗面に加えてシャ
ワーも完備しており、自宅にいるよ
うに過ごすことが出来ます。

特別室

恒生病院で唯一の特別個室です。個室の倍の
広さがあり、快適な入院生活はもちろんのこ
と、ご家族やお見舞いへ来られる方ともゆっ
たりとしたひと時を過ごすことが出来ます。

前回は病院の１Ｆ部分を主にご紹介しました。その他はどのような設備

・環境になっているのでしょうか？

恒生病院は３Ｆと４Ｆが病棟となっており、59床のベッドがあります。

今回は４Ｆを覗いてみましょう！

　当院の看護部は、小林看護部長をはじめとする看護師長１名、主任４名、副主任

２名を含む、病棟3２名、外来７名の看護師、10名の看護助手で構成され、10：1

の基準看護を取り入れて患者様の看護を行っています。今後は7：1の基準看護を目指しています。

看護理念

患者様の人権を守り、優しさと思いやりの心を持ち、人の
痛みが分かる患者様中心の質の高い看護を目指します。

地域の人の健康に関する援助を行い、地域に密着した看護
を提供します。

看護目標

患者様一人一人が笑顔で入院生活が送れるよう、安心で安全
な看護を提供する。

看護の質の向上に努め、医療の進歩に　
対応できる知識・技術の習得に努める。

★また、院内にある各委員会にも力を入れ、看護部も中心となり各科協力のもと頑張っています★

看護部

◆当院では最新鋭の骨密度測定装置を設置し、骨がスカスカになる骨粗しょう症の診断及び治療を行っています。

◆この骨密度測定装置は、骨折が発生しやすい腰椎部、大腿骨部の骨密度を直接測定可能な装置です。

骨量がもともと少ない人や、減り方が激しい人は早く治療する
ことで骨粗しょう症の進行を防ぐことができます。また、近年
では骨粗しょう症を治療する薬も開発されていますので、より
早期発見、早期治療が大切です。

◆検査は約10分で行え、痛みもありません。 お気軽に当院スタッフまでお申し付け下さい

骨粗しょう症の治療や予防に！

腰の骨や大腿骨の骨密度を正確に測定し、今後の治療や対策を考えます

年々肥大化を続ける日本の医療費を抑えるため、その約1/3を占めている生活習慣病をいかに予防するかが大き

　　な課題となっています。

　　不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣は、やがて糖尿病、高血圧症、高脂血症等の生活習慣病の発症を

　招き、こうした疾患が重症化して、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至ります。しかし、これらは若いときからの　

　生活習慣病の予防により防ぐことができます。

　　そこで、平成20年度から「特定健康診査・特定保険指導」が実施されます。

　これは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防を目的に、40歳以上の被保険者及びその被扶養者　

に対して健診やその後の保険指導（「動機づけ支援」や「積極的支援」）を行うといものです。

　当院も、特定健康診査・特定保険指導の指定医療機関になっておりますので、健診が実施できます。

　将来生活習慣病になる恐れのある人たちに対しては、その将来のリスクを減らすために真剣に

取り組んでいくことが求められています。

主に『手のリハビリ』をします。「細かい動作ができない！」
その時は、おはじきや小さな棒を使った動作で練習します。
また片手で料理をしなければならない患者様には、自助具を紹
介したり、一緒に練習をします。
その他にも、掃除や洗濯、着替え･･･日常生活で必要な動作を
一緒に練習していきます。

理学療法は、主に『足のリハビリ』をします。「起き
上がれない」「立てない」「歩けない」･･･といった
基本的な身体機能の回復をはかります。

Ａ．

Ａ．

新しく作業療法士（OT）が今年の1月より入職し、当病院のリハビリ

テーション科は理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST）、柔道整復士、そして

作業療法士と揃い、より一層充実したリハビリテーションを皆さまに提供でき

る環境が整いました！

作業療法が始まりました！

Ｑ．作業療法って･･･？？

Ｑ．理学療法との違いは･･･？？
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