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●基本理念

「良い医療を、効率的に、

地域住民とともに」
私達は地域住民の健康増進のた
め、他の医療機関や保健福祉分野

と 力 を 併 せ、 地 域 中 核 病 院 と し

て、当地域の医療を担うと共に、

う努力します。

が存続してきたといっても過

これからは人口の高齢化が

及しだしたころです︒一日お

た︒３ヶ月ほど経ったある日︑

ま す ま す 進 み︑ 若 い 元 気 な

言ではありません︒

患者さんの右の側腹部が膨ら

方々の手助けを必要とする人

きに血液透析を行っていまし

んできて切開をすると大量の

章

たちがますます増えてくると

光

膿がどっと出てそれからは尿

思われます︒力を貸してくだ

實

年度が始まりました︒ に し て は い け な い と い う 約

がみるみる出だしました︒や

さい︑そして感動をしてくだ

病院長

２５００年前の中国の孔子の

がて元気に退院されましたが︑

さい︑将来きっと自分の宝物

新任職員を迎えて

平成

教えです︒自分がして欲しい

そのときほど感動したことは

名の新任職員の皆様︑新しい

４月１日付けで着任された

と思うことを相手にしてあげ

職場はいかがですか︑少しは

前の人は︑一回限りの出会い

えにも通じます︒受付の目の

しまった︒しかし︑知り合え

のつもりが長い旅行になって

に 再 会 し た と き に︑﹁ 小 旅 行

るよう共に頑張りましょう︒

あってよかった病院といわれ

い て よ か っ た 病 院︑ 地 域 に

受診してよかった病院︑働

になると信じます︒
ありませんでした︒

かも知れませんが︑もし自分

て 本 当 に よ か っ た︒﹂ と 言 っ

数年後

なさいというキリスト教の教

慣れましたか︒赤穂市民病院
を選んでいただいてありがと
うございました︒
いうまでもなく人はお互い

の親や子供だったらこうする

ていただき

﹁患者が命がけで手術を受け

ろ外科の教授に言われました︒

水準は大学

とく︑医療

は家庭のご

が全く出ませんでした︒敗血

が終わり病室に帰ってから尿

た患者さんのことです︒手術

新人のころ虫垂炎の手術をし

ランティア

使命感とボ

様の献身的

の職員の皆

療人として

◀新入職員接遇研修
４月５日

助け合って生きており︑誰も

だろうと思って対応してくだ

ました︒

るために病院に来ている︒君

病院のごと

療養環境

達も医師免許証をかけて手術

くの目標に

症による急性腎不全だったと

の皆様のご

向かい︑医

思います︒当時はＣＴ検査や

助力で︑赤

年も前のことですが︑

超音波検査はありませんでし

穂市民病院

もう

に臨みなさい︒﹂

私が外科医になりたてのこ

さい︒

20

▶新入職員を迎える
つどい ４月１日

一人では生きて行けません︒
社会の中には︑もちろん若く
て元気な人もいれば︑年老い
て病気の人もいます︒人と人
とのかかわりの中で生きてい
るということをいま一度考え
ていただきたいと思います︒
私たちの赤穂市民病院では
﹃ 恕﹄︑ 思 い や り を 目 標 に 掲
げてきました︒これは自分が

38
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して欲しくないことは相手

た︒血液透析が一般病院に普

30
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さらに高度な医療に対応できるよ

旧病院で麻酔科外来の２診は

ちました︒着任当時は︑まだ

年以上が経

月に赤穂市民病院に着

た︒振り返ってみますと平成

副診療部長を拝命いたしまし

このたび４月１日付けで︑

ますが︑麻酔科の増員や研修

件数は１５５０件に増えてい

言えるでしょう︒麻酔科管理

しては充実したマンパワーと

した︒この規模の地方病院と

在では常勤医が５名となりま

に麻酔科医が増員となり︑現

なっては思っています︒次第

ことができたのかなと今に

た？ので何とか持ちこたえる

その当時は私もまだ若かっ

手術の呼び出しも非常に多く︑

行っていました︒休日の緊急

件の麻酔を並列で

副院長の曲渕先生と私の２人

４月１日付けで主任理学療

たします︒

ご協力の程よろしくお願いい

これまでと同様にご指導︑

す︒

いだ私の務めと感じておりま

るのが曲渕先生の後を引き継

せめて麻酔科のメンバーを守

ぶところではありませんが︑

病院全医師に対しては力の及

過労にならないように配慮し︑

満がたまらないように︑また

科の崩壊につながるので︑不

ますが︑その点では私はまだ

広い知識と技術が必要になり

しい業務の展開に適切に対応

やりがいを感じています︒新

い大きな責任と同時に大きな

年々変化していて︑それに伴

えています︒私たちの役割は

者教育などの新しい業務が増

ハビリテーション︑療 育︑患

緩 和 領 域 で の 業 務︑ 訪 問 リ

クリティカルな領域での業務︑

前に比べ早期からの関わり︑

をさせていただきました︒以

テーションを行う新しい経験

の翌日からは呼吸リハビリ

術前理学療法を開始し︑手術

は開胸・開腹手術の前日から

ています︒個人的にも昨年度

後の早期からの関わりが増え

願いいたします︒

導︑ご鞭撻のほどよろしくお

存ですので︑より一層のご指

にこれまで以上に努力する所

の出せる理学療法士﹂を目標

最後になりましたが﹁結果

うと思います︒

めに先輩として援助していこ

り状態ですが彼等の成長のた

思っています︒まだまだ手探

セラピストになって欲しいと

た仕事の結果に誇りが持てる

す︒若い職員には自らがなし

学療法士として奮闘していま

ばかりの２名が入職し新人理

ション部に養成校を卒業した

４月からはリハビリテー

就 任 挨 拶

救急外来の休憩室と共用で隅

医配置︑待機当番制により︑

法士に就任しました︒私が当

まだ未熟であると痛感してい

任してから早や

でした︒
年２月に新病

で︑年間

に机と木の診察台が置いてあ

１人で並列の麻酔をすること

院で勤務を始めた頃は理学療

ます︒私たちの仕事の本筋は

このたび︑４月１日付けで

その後平成

弥栄

るだけでした︒手術室は４室

も無くなり︑安全な麻酔がで

血障害に限局されていました︒ 今更言うまでもありませんが

法の対象は整形外科疾患と脳

﹁目の前の患者様の状態をい

主任臨床検査技師に任命され︑

横山

で︑麻酔器も古く流量計に空

きるようになったと考えてい

しかし︑今ではその対象は多

かに良くするか﹂と言う一点

身の引き締まる思いです︒

副診療部長

気がなく酸素と笑気しか投与

ます︒他の公立病院では麻酔

様化しており︑頻度の違いは

に尽 きると思います︒このた

８年

できませんでしたし︑余剰ガ

科医の不足のため手術を制限

有りますがＩＣＵを含めた全

する為にはこれまで以上に幅

ス排気装置も付いていません

したり︑フリーランス麻酔医

ての病棟で仕事をしています︒ めに今後も技術やその背景に

を血液・輸血検査に従事して

卒後約

年︑私はほとんど

１つを手作業でしていた時代

典史

院に移り︑麻酔科外来も２診

を高額のバイト料で頼んでい

ある知 識を磨 き 患者 様一人一

参りました︒血液検査に於い
す︒

高

の診察室と処置室ができて広

るところもありますが︑当院

また︑当時は全身状態が初期

人の満足度を上げられるよう

てはヘマト管を遠心し︑１つ
流れでしたが最近は発症や術

主任理学療法士

くなり︑手術室は６室に増え

では周術期管理を含めて安全

治療によって落ち着ついてか

自己研鑽に努めようと思いま

恵子

ました︒麻酔器も︵また更新

な術中管理を行えているもの

らリハビリを開始するという

高城

時期になっていますが︑
︶外国

と自負しています︒

900

それでも１人欠けるとその

主任臨床検査技師

製の上位機種に変わりました︒
麻酔科医は着任当初は︑前
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を熟知した上で結果を解析し︑

きる訳ではなく︑機械の原理

え全ての検体が正しく測定で

機械がいくら進歩したとはい

をさばいています︒しかし︑

ツと陰で支えるタイプの人種

な事を好まず︑地道にコツコ

私達︑臨床検査技師は派手

きな仕事と思っております︒

輸血検査技師としての私の大

血療法を提供することが認定

全自動のスピード時代となり︑ 駄にすることなく︑安全な輸

から︑現在は血液像分類まで

の集まりです︒他職種の方に︑

そのため幅広い知識やいろい

科の患者様が入院されます︒

また︑７階南病棟には複数の

ものも厳しくなってきています︒

る知 識が深まり︑求められる

近年︑患者様の医療に対す

業務をこなしています︒

方々に助けていただきながら

だ慣れませんが︑毎日周りの

南病棟へ異動となり︑まだま

つ前進していけるよう努力し

安は大きいのですが︑少しず

主任としての責任を感じ不

ます︒

とができたことを感謝してい

えがあり︑今日まで続けるこ

す︒これまで多くの方々の支

ますが︑私もその中の一人で

師も年々少なくなってきてい

古い病院を知っている看護

の清拭であり足浴でした︒５

年生のときに亡くなった父へ

私の看護の原点は︑中学一

〝家根主任〟を模索中です︒

どう あるべきか︑自分なりの

を思い出しながら︑主任とは

ていただいた諸先輩方の姿勢

けしていますが︑今 まで育て

自覚が足りず︑ご迷惑をおか

いです︒まだ︑主 任 としての

責務が果たせるようになりた

活気ある病棟作りの要として

その中から異常検体を見つけ︑
仕事を理解して頂くのはなか

ろな場面に対応できる判断力

ていきます︒ご迷惑をおかけ

年近い闘病中︑足浴をしたと

ます︒

臨床に報告するのが私たち技
なか難しいとは思いますが︑

が必要となります︒また医師

することも多々あるかと思い

きに﹁気持ちええな﹂と言っ

善意の献血で頂いた血液を無

師の仕事です︒診療前検査に
これからも縁の下の力持ち的

だけでなく︑他部門のスタッ

ますが︑今後もご指導よろし

てくれた穏やかな顔は忘れら

景の中︑機械で大量に処理出

りません︒このような時代背

さないよう注意しなくてはな

ことも大切ですが︑質を落と

ただいた患者様を常に意識し︑

少ないですが︑検体を提出い

直接︑患者様と接する機会は

す︒私が担当する検査では︑

していきたいと思います︒特

る看護が提供できるよう努力

ご家族の方に満足してもらえ

やさしさを持った看護を提供

初心に返り︑忙しさの中でも

す事だけに追われがちですが︑

れません︒日々︑業務をこな

１日に平均 件以上もの検体

対応し︑スピードを重視する
存在で頑張ろうと思っていま

フの方との連携も重要です︒

くお願いいたします︒

来る検査項目に於いては保険

データの報告のみで終わるの

にターミナルの患者様に対し

していきたいです︒６階北病

実感を味わうことで︑また明

でなく︑やりがいを感じ︑充

終わりただ疲労感を残すだけ

忙しい毎日ですが︑勤務が

がいてくれ心強いです︒しか

をはじめスタッフのみなさん

いただいたことで︑木本師長

同じ病棟で主任という職務を

６階北病棟で３年間勤務の後︑

任看護師に任命されました︒

この度︑４月１日付けで主

安と苦痛をかかえておられま

一人で出来なくなるため︑不

替え︑排泄行為などが︑自分

行っている︑洗面︑食事︑着

とんどです︒普段当たり前に

援助や見守りが必要な方がほ

長期間︑日常生活に何らかの

術侵襲によりＡＤＬが低下し︑

今後も経験を重ね︑患者様︑

点数が削減されて来ています

ではなく︑病院診療チームの

ては︑心身の苦痛を最小限に

が︑骨髄像の点数は今年︑

一員として診療部門と深く関

点と昨年までと比べ 点も大

日へとつながります︒働きや

し︑それに甘えることなく︑

棟の患者様は︑主に骨折や手
し︑残された時間が意義のあ

幅にアップされました︒臨床

すい環境︑雰囲気についても

す︒患者様から求められてい

聡子

主任として師長をサポートし︑

るケアをすばやくキャッチし︑

辻

目を向け︑より良い職場作り

かつスタッフへの気配りを行い︑

主任看護師

４月１日付で主任看護師に

ができるようにしたいと思い

里佳

わっていければと思っていま

るものになるよう関わりたい

検査技師としてその専門性を
評価された結果と思っていま
す︒今後も︑認定血液検査技
師として関連学会・研修会等
への参加・発表を通じて自己
研鑽するとともに︑新人技師
の育成︑血液検査部門のさら
なる技術レベルの向上に努め
て参ります︒

任命されました︒同時に７階

家根

す︒今後ともご指導よろしく

と考えています︒

380

また︑輸血検査に於いては

主任看護師

お願いいたします︒

880
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4
い︑患者様に満足していただ

なり︑きめ細やかな看護を行

橋渡しを行い︑病棟が一丸と

主任として病棟スタッフへの

くの諸先輩方︑家族に感謝の

十八年間支えてくださった多

護 師 と な っ て か ら︑ 今 ま で

してくれました︒そして︑看

いた自分の気持ちを前向きに

して一生懸命精進したいと

ですが︑医師のスタートと

④右も左も分からない未熟者

印象的な温かみのある病院

③瀬戸内海を臨む大きな窓が

②音楽鑑賞

です︒ご指導よろしくお願

ていろいろな経験をしたい

りたいと思います︒勉強し

④患者さん思いの研修医にな

けるよう︑努めたいと考えて
気持ちを忘れず︑患者様︑ス

思いますので︑御指導御鞭

イエムラ ア

家村阿紗子
職名

ヒロタカ

啓貴

しくお願い致します︒

氏名

ヤマ ダ

山田

研修医

職名

①兵庫県神戸市

②運動すること

③景色のよい︑きれいな病院

た︒今はわからないことば

④今年度より医師となりまし
①兵庫県神戸市

かりですが︑一歩ずつ成長

研修医
②テニス・旅行

ホン ダ

トモ コ

智子

研修医

職名

①兵庫県神戸市

②旅行

本田

氏名

よろしくお願いします︒

していきたいと思います︒
院

③陽当たりが良く︑明るい病

いします︒

います︒
タッフに信頼されるよう努力

撻の程よろしくお願いいた

氏名

私事ですが︑今年高校入学
し成長していきますので︑今

サ コ

した長男の入学式で︑校長先
します︒
氏名

エ モト

江本

職名
研修医

④少しでも皆様のお役に立て

るよう︑精一杯頑張ります︒

①兵庫県明石市
②ラグビー・麻雀

氏名

クロ ダ

黒田

トモ コ

よろしくお願いします︒
いな病院
た体力だけは自信があるの

職名

③新しくきれいな病院

な誘惑にさらされてきまし

④これまで都会育ちで︑様々

②バレーボール・旅行

①京都府京都市

一生懸命︑初心を忘れずに

からぬ状況ですが何事にも

日々努めたいと思います︒

の地で︑医業に集中して︑

た が︑ 一 年 間︑ こ の 赤 穂
院

③自然いっぱいのきれいな病

①愛知県名古屋市

研修医

倫子

③山・川・海に囲まれたきれ

ノリ オ

後ともご指導の程よろしくお

タカヒロ

尚広

憲央

生からの﹁やれば出来る︑我

氏名
タ シロ

多代

④抱負

願いいたします︒

②趣味

シン ジ

真示

③当院の第一印象

に力あり！﹂という激励の言
葉は︑私でよいのかと迷って

モリ ヤ

職名
①愛知県名古屋市

で︑体を張ってがんばって

④学生時代ラグビー部で鍛え

①岡山県倉敷市

②ランニング・剣道

いきたいと思います︒どう

外科医師

②温泉めぐり

③窓からの景色が良い病院

氏名
ウエ ダ

④研修医１年目︑期待と不安

②読書・バスケ

頑張ろうと思います︒よろ

でいっぱいです︒なにもわ

③明るくてきれいな病院

研修医

職名

上田紗希帆

ホ

③病室の窓からの景色がすば

フミタカ

どうぞよろしくお願いしま
す︒
氏名
ガ

キ

ぞよろしくお願いします︒

らしい
④当院の勤務は２度目です︒
以前にも増してがんばりま
すので︑どうぞ宜しくお願
いします︒

ソ

曽我 文隆
研修医

職名
①広島県福山市

サ

④一生懸命がんばりますので

耳鼻咽喉科部長

職名

守屋

氏名

①出身地

૧හ֥તٚ
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氏名
コ ヤマ

ア

キ

小山 明希
職名

③病室にある大きな窓から見
える景色が素敵な病院
④患者様や家族の方とのつな

氏名
フクモト

福本
職名

ノリ コ

紀子

氏名

オオアエ

大饗

職名

アイ コ

愛子

③疲れてもオーシャンビュー

で︑ホッとできそう

④知識や経験はまだまだ未熟

多くのことを吸収して成長

で不安なことばかりですが︑
①兵庫県赤穂市

していきたいと思います︒

看護師

産師

②読書・ＤＶＤ鑑賞

看護師兼助

ある看護に努めたいと考え
①兵庫県たつの市

がりを大切に︑思いやりの

①兵庫県相生市
ています︒未熟な私ですが︑

看護師
②料理・買い物

明るく元気いっぱい頑張り

④看護師になったばかりなの

ます︒

③新しく︑大きくてきれいな

なアットホームな病院

で︑至らない所が多々ある

イ ハラ

井原

美和

ワ

②ジョギング

④早く勤務に慣れ︑職員の一

と思いますが︑精一杯の力

看護師

職名

①香川県高松市

④はじめまして︒４月から憧

ました︒

③雰囲気の良い病院だと思い

②ペーロン

ミ

皆様の指導を頂き︑早く一

員として病院に貢献してい

で携わらせて頂きますので︑

病院

きたいと思います︒これか

アキ コ

よろしくお願いします︒
氏名

ミゾグチ

溝口

職名

看護師

明子

ら︑どんな患者様に出会え

ミドリ

翠

るのか︑とても楽しみです︒
氏名
カワバタ

川端

職名

氏名

③海・山・川の自然に囲まれ
と思います︒
氏名
シモ ノ

下野
看護師

職名
①兵庫県赤穂市
②ドライブ・野球等
③外観や内装がすごく美しく︑

ユウスケ

③スタッフの方の笑顔が素敵

カ

祐亮

人前の看護師を目指したい

て環境の整った病院
④誰からも信頼され︑優しく
思いやりをもった温かい心
で看護が提供できるよう︑

ミ

美香

常に自己研鑽し頑張ります︒
氏名
ミヤモト

宮本
職名
看護師

外来等の雰囲気が良いと思

れの看護師になることがで

①兵庫県赤穂郡

①愛知県名古屋市

きました︒とても緊張しま

④憧れの看護師になれ︑患者

看護師

②ヨガ

すが︑元気と笑顔で一生懸

いました︒
①兵庫県赤穂市

③美しい自然に囲まれた病院

命頑張りますので︑よろし

②音楽鑑賞

②音楽鑑賞

④いつも明るく︑元気をモッ

す が︑ 患 者 さ ん の 立 場 に

④新任なので︑仕事の内容を
早く覚え︑基本を大切にし︑

③自然に囲まれたきれいな病

③景色のきれいな病院

看護倫理に基づいた技術を

です︒

立って接することのできる︑

ナオ ミ

直美

いきたいと思います︒
氏名

ヨシ ダ

由田

氏名

フジ タ

藤田

職名

看護師

裕美

くお願いいたします︒

様にはいつも笑顔を忘れず︑

また︑職場の雰囲気に馴染

いつも笑顔の看護師になれ

トーに何事にも取り組んで

提供できる看護師を目指し︑

めるように努力します︒

④新卒で︑まだまだ未熟者で

院

個々に合った看護ができる

エ

職名

ミ

常に向上心を持ち続けたい

チ

るよう頑張ります︒

ユ

よう一生懸命頑張ります︒
氏名
ヨシ イ

吉井 知 栄
職名

②旅行・スイーツデコ

①愛媛県西予市
①兵庫県赤穂郡

③広くてきれいで景色がいい

看護師

①兵庫県赤穂市

②友達と旅行すること

看護師
②スポーツ観戦・ドライブ
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め︑ご迷惑をおかけします

④看護師になって間もないた
できるよう努力していきま

発見を新鮮な気持ちで吸収

コ

す︒
氏名
キノシタ マ

木下磨貴子
職名
看護師

③スタッフの方々がとても親

ング

②温泉めぐり・三線・ジョギ

①岡山県備前市

キ

がこれから病院になじむべ
く努力を重ね一日も早く皆
様のお役に立てるようがん
ばりたいと思います︒
氏名
ケイ コ

敬子

オオバヤシ

大林
職名
看護師
①兵庫県たつの市
③大きくて︑きれいな病院
の思いを大切にし︑適切な

④病院を訪れてくださる方々

切な病院

④大きな病院で︑様々な患者

対応ができるよう努力しつ

②映画鑑賞・旅行

様がいらっしゃると思いま

づけていきたいと思います︒

ミ

すが︑患者様に良い看護が

ク

よろしくお願いいたします︒
氏名
フジモト

藤本

氏名
ヒラ イ

平井
職名

氏名

エ トウ

衛藤

サ

①兵庫県神戸市

②旅行

の役に立てるよう努力し︑

リ

里沙

③美しい景色に囲まれた病院

①兵庫県加古川市

精一杯︑向上に努めます︒

ミ ユキ

美幸

職名

①兵庫県赤穂市

②散歩・読書

④薬剤師として患者様や皆様

②キャンプ

③自然と歴史に囲まれた病院

薬剤師

③大きな窓から山と海が見え

④どのような業務に対しても

看護師

る景色が大好きです︒

積極的に取り組み︑誰から

ツグムネ

續宗

史織

④新卒のため︑分からないこ

てきそうな病院

③清潔感があり︑ドラマに出

②バスケットボール

①兵庫県たつの市

理学療法士

職名

シ オリ

④再就職となりました︒第二

も信頼される薬剤師となれ

氏名

の人生がスタートしたよう

カ

るよう一生懸命頑張ります

リ

な気持ちです︒心機一転が

氏名

フカ イ

職名

深井絵里加

エ

ので宜しくお願い致します︒

ヤス コ

んばります︒
氏名
タカ ギ

高木 康子
職名

持ち前の元気と明るさで︑

とばかりだと思いますが︑
①兵庫県相生市

患者様を笑顔にすることが

薬剤師
①兵庫県相生市

②映画鑑賞

看護師
②お菓子作り

できる理学療法士になりた

ます︒

院

タケ ダ

ユウ ジ

祐二

理学療法士

③どっしり構えた︑頼れる病

②山へドライブ

①大阪府松原市

職名

武田

氏名

いです︒よろしくお願いし

③地域医療に貢献し︑高度な
医療に対応

③病室の窓が大きくて︑明る
いなあ︒

④何事にも積極的に参加し︑

久美

提供できるようにがんばっ
ていきたいです︒
氏名

④外来化学療法室に勤務し︑

様々な事を勉強していきた

看護師

職名

一年が経ちました︒知識︑

いと思います︒そして皆様

アヤ コ

技術を磨くのはもちろんで

に貢献できるよう努力して

スズ キ

①兵庫県赤穂市

す が︑ 患 者 様 の 心 に 寄 り

いきたいと思います︒

鈴木 綾子

②散歩・映画

添った看護ができればと

看護師

①兵庫県赤穂市

③海に面した景色のいい病院

職名

②料理

思っています︒

友香

カ

④今まで以上にスタッフや他

氏名

サ ガラ

相楽

薬剤師

職名

ユ

③景観が良く明るく開かれた

個別性に合ったよりよい看

職種と連携を図りながら︑

④新しい職場で緊張しますが︑

護を提供していきたいです︒

病院
今まで自分が培った経験を
活かしながらまた︑新たな
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④持ち前の粘り強さを生かし
たリハビリで︑患者様が少
しでも早く元気になれるよ

氏名
ヨシタニ

吉谷
職名

カズタカ

和剛

氏名
ナカモト

中本
職名

タカ ヤ

貴也

氏名

ナガサカ

長坂

職名

ユキノリ

幸則

氏名

タ ナカ

田中

職名

フミ コ

文子

①兵庫県赤穂市

②ガーデニング

①兵庫県赤穂市

看護師

①兵庫県赤穂市

②ドライブ

③明るくてきれいな病院

医療課長

①兵庫県明石市
②釣り・オートバイ

③明るく親しみのもてる病院

④思いやりの心を持って︑患

診療情報管理士

②読書︵推理小説など︶
③新しくきれいな病院

④医療現場という初めての環

者様と接し︑看護のプロと

臨床工学技士

いです︒まだまだ未熟者で
③清潔感のあるきれいな病院

④今までに培った知識と経験

境にとまどいを感じながら

して︑信頼される看護師に

うに︑全力で支えていきた
すが︑精一杯頑張ります︒
④社会人・臨床工学技士とし

を活かし診療情報管理士と

も︑全ての事が新鮮である

なれる様に頑張ります︒

タニ

職名

谷

氏名
て︑右も左も分からない若

して物や情報の管理︑情報

反面プレッシャーを感じな

トモ ミ

輩者ではありますが︑少し

活用を行い業務に尽力して

友美
でも知識・技術を磨き︑患

臨床工学技士

フク イ

福井

徳生

事務員

職名

①兵庫県赤穂市

②ロードバイク

ノリ オ

がら頑張って行きたいと思
いたします︒

チ アキ

氏名

いきたいと思います︒

武弘

氏名

ヤ ギュウ

職名

柳生

千明

いますのでよろしくお願い

者様の治療に活かせるよう

氏名
マエ ダ

前田

兼地域包括

介護老人保

職名

タケヒロ

①兵庫県姫路市

ハル ナ

努力していきます︒
氏名
ヤマ ダ

山田
職名

健施設事務課長

落ち着いて利用できる病院

診療放射線技師

晴奈

②旅行
③憧れの病院
④憧れの病院で働けることを
大変嬉しく思います︒これ
からは一日も早く︑臨床工
学技士として︑患者様のお

①兵庫県赤穂市

④分からないことが多く︑と

③空間にゆとりがあるので︑
①兵庫県赤穂市

②旅行・映画鑑賞

事務員

②読書・運動

②サイクリング

支援センター所長

③大きくてきれいだと思った︒

役に立てるよう頑張ります︒ ①兵庫県篠山市
氏名

まどうばかりですが︑少し

③明るくきれいな病院

でも早く仕事を覚えていけ

③窓外の景色が穏やかで心地

④三年ぶり二度目の病院勤務

るよう努力していきますの

④何もかもが新しい中で︑ちゃ

です︒笑顔であたたかく迎

でどうぞよろしくお願いし

ヤス オ

④施設の趣旨を大切にしなが

えて下さった皆様に感謝し

ます︒

ウメザキ

不安ですが︑不安も感じな

ら︑利用者の皆様が日々楽

つつ︑早く仕事を覚えるよ

梅崎 泰央

いく らいに目の前のことを

しく元気に過ごしていただ

う精一杯頑張りますのでよ

臨床工学技士

しくお願いいたします︒

ろしくお願いいたします︒

好い病院

①長崎県島原市

一生 懸 命 にやっていこう と

けるよう頑張ります︒よろ

んとやっていけるかどう か

②模型作り・ツーリング

思います︒がんばります︒

職名

③豊かな自然に囲まれている
病院
④新人ですが︑誠心誠意業務
に励みたいと思います︒

産婦
婦人
人科
科
産

診療科
紹介
黄

としています︒初診・初療は

充実をはかっています︒

ス︑乳房マッサージなど︶の

豊羽

報道でもおなじみで︑昨年
副直研修医をはじめ救急外来

﹁自ら育て 自ら産み出す﹂
はドラマにもなり︑何かとマ

当院は助産師が充実してお

ケア︑出生直後からの母子同

立ち会い分娩︑カンガルー

認識︑が期待できるでしょう︒

者のより確かな母乳育児への

ションの向上︑ひいては利用

スタッフの更なるモチベー

認定していただけたならば︑

得した結果︑帝王切開術のオ

すと︑研修中に外科手技を習

特に①について申し上げま

下で取り組んでいただきます︒

らないよう上級医のサポート

ちろん︑利用者の不利益にな

の実施︑②分娩管理です︒も

の核は︑①産科・婦人科手術

医が多数います︒

ペレーターをやり遂げた研修

室も当院産科の特色です︒
﹇婦人科﹈

現在産婦人科に限らず︑外

スタッフにしていただく機会

腹部臓器の一部である子宮

科系医師が不足している現状

スコミに取り上げられる産婦

および子宮付属器︵卵巣・卵

です︒それに対する使命感が

り︑外来には 名︑病棟には
名在籍しています︒また︑

管︶を取り扱っているため︑

すでに生まれている研修医に

もしばしあり︑他科同様日頃

年４月より助産師外来

特に消化器科・泌尿器科と︑

人科︒老若男女問わず︑皆さ
一方︑かかりつけ妊婦の分

︵助産師が医師と同様に妊婦

からお世話になっています︒

印象をお持ちかと思います︒
娩兆候︵陣痛発来︑産徴︑破

は是非︑自ら手を動かす機会

ん個々に当科へのそれぞれの
以下︑当院での産婦人科に

一般外来・救急外来・病棟・

平成

きたいです︒そしてその使命

を健診する外来︶を設置して

水など︶については

婦人科がん検診については

に沿った研修終了後の進路を

階南病

ついて紹介いたします︒

棟へのホットラインで対応し

施しています︒

世間からの認識も高まり︑受

﹁自ら産み出す﹂ことができ

を通して︑その使命を果たす

ています︒そのため︑副直研

検者も増加傾向です︒子宮が

ることを心より祈っており

手術室のあらゆるシーンで共

修医がこれら分娩兆候を共診

の﹁母
また︑ WHO/UNICEF
乳育児を成功させるための

名の合計

んの早期発見・早期治療が実

ま す︒ そ の 暁 に は︑ 新 し い

おり︑多角的な妊婦健診を実

当院当科の診療は産婦人科

する機会が少ないのが残念で

か条﹂に基づいた母 乳 育 児 支

医

現されているのも︑日常臨床

フィールドでのスタッフと

自信を﹁自ら育て﹂ていただ

名︑産婦人科後期研修

すが︑副直業務の多忙たるを

援に取り組んでいます︒﹁志は

﹇診療体制﹈

人体制で行っ

見るに無理に呼びつけること

医師
ております︒診療場所は︑外

大 き く︑ 活 動 は 身 近 に ﹂︑ の

の場を通して感じられます︒

﹁すくらむ﹂を組んでがん

ばってください︒

最 後 に こ の 場 を 借 り て︑

︶

については︑当院でも現在施

しくお願いいたします︒

します︒これからも何卒よろ

関係者すべてに感謝の意を表

日々お世話になっている院内

ち ゃ ん に 優 し い 病 院︵
Baby
﹇初期臨床研修／おわりに﹈
︶﹂
Friendly Hospital : BFH
当院当科での初期臨床研修
の施設認定を目指しています︒

談に乗っています︒

行可能となっており︑適時相

クチン︵サーバリックス

子宮頸がん予防のＨＰＶワ

診する機会があります︒

10
が 実 感 し て い ま す︒ WHO/
の 認 定 す る﹁ 赤
UNICEF

て い る の を︑ ス タ ッ フ の 皆

母乳育児への認識が向上し

もできません︒もちろん研修

階南病棟です︒

﹇産科﹈

いただきます︒

来診療は外来１ブロック︑入
院診療は主に

名がシフト制

もった育児 ｣を目標に︑保健
指導︵ラマーズ法︑栄養指導︑

自
｢ 然で良いお産

ては︑一般的なものについて

両親学級︑マタニティービク

時間外での外来対応につい
は他科同様︑救急外来を窓口

自信を
｣｢

地道でありながら粘り強い支

3

医の自発的な共診希望があり

21

13

援活動のおかげで︑利用者の

5

ましたら︑個々に応じさせて

人体制で

助産師・看護師は︑外来１
ブロックには最大
階南病棟に

時間内診療に従事しており︑

4

で日夜看護に励んでいます︒

23

®

4

5

2

2

5
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幸

して︑月に２回の外来を開い

英

発達障害は︑以前から言わ

ています︒心疾患は︑トレー

石

小児科は︑呼吸器︑消化器︑
れている発達遅滞から︑最近

ニングと経験でその ％が心

しかし︑まれな病気や特別

来ジェネラルな診療科です︒
診・診察と︑心理士による心

広汎にわたります︒詳細な問

高機能自閉症︑学習障害まで

合わせて対応しています︒ま

確な診断をして︑その病態に

れるようになりましたが︑的

臓エコーで診断がつくと言わ

てんかんは比較的頻度の高い

などが主な対象となります︒

︵主にてんかん︶や発達障害

当しておりますが︑痙攣疾患

神経については︑白石が担

ます︒

が午後に予約外来を行ってい

と循環器については︑専門医

ため︑特に頻度の多い︑神経

のお子さんの言語指導や運

当院のリハビリ部でも︑一部

しながら行っています︒また︑

学校の就学前指導などを利用

め︑市の療育教室や発達支援

ません︒専門の施設がないた

ではその体制が十分とは言え

ますが︑残念ながら︑当地域

支援を行う療育が必要になり

の子の発達指導や家庭保育の

しては︑専門医の横の関係を

臓カテーテル検査や手術に関

ようにと対応しています︒心

要な場合は︑時期を逸しない

場合もありますが︑手術の必

過観察や内服治療だけで済む

フォローも行っています︒経

クのある不整脈などの検出︑

ミル心電図で︑突然死のリス

は︑地元の当外来でフォロー

いしています︒術後に関して

立循環器センターなどにお願

利用して︑京都大学病院や国

の日々の生活と健やかな発達

世話になりながら︑子供たち

他院の専門医の先生方にもお

新の情報の収集に努め︑また

が受けられるように︑日々最

ります︒

を支えられるように努めてお

していくことになります︒

慢性疾患があるお子さんも

地域で続けて診療・フォロー

おおだな

白

神経︑泌尿器︑血液疾患など︑
話題になっているＡＤＨＤ︑

なトレーニングを要する特殊
理テストなどから診断するこ

た︑

小児神経疾患で︑治療法や薬

循環器については︑国立循

動・作業・装具療法を行って

知識と経験を要しますが︑脳

環器センターでトレーニング

剤の進歩により大部分が治る

波︑ＭＲＩ︑ＳＥＣＴなどの

を 受 け︑ 主 に 京 都 大 学 で 診

物語の舞台は江戸時代。花のお江戸でも有数の大店、
廻船問屋兼薬種問屋、長崎屋の若だんな一太郎が主人公
です。
よわい
一太郎の祖母が齢を重ねた『皮衣』という妖（あやかし）でめっぽう体の弱い一
太郎のために仁吉と佐助（本名は『白沢』と『犬神』
）というこれも妖である二人
の兄やを寄越してくれました。
そのため一太郎の周りは『鳴家』という小鬼や、派手なチェック柄の着物を着た
『屏風のぞき』などの妖たちでいつも賑わっています
もちろん、そんな舞台設定ですから物語は多少現実離れしています。けれど、な
ぜか私がこの物語に惹きつけられるのは、一太郎が「自分は体が弱く大店の跡取り
にはふさわしくないのではないか」というコンプレックスを常に持ちながら、周囲
で起こる事件に関わった人たちの弱さを理解しつつ、しかし時には毅然とした態度
を見せる所にあるのではないかと思います。
時代小説は手に取ったことがないという方にもきっと読みやすく、おすすめのシ
リーズです。
（総務課 山内陽子）

小児科部長

小児内科全般に対応する︑元

な分野については︑対応しき
とになります︒その上で︑そ

時間心電図やトレッド

れない場合があります︒その

99

います︒

検査も併用して︑的確な診断

療・研究中の専門医にお願い

恵（新潮文庫）
畠中
『しゃばけシリーズ』

24

病気になりました︒対応には

と最適な治療を行っています︒

私の愛読書

小児科専門外来
︵神経外来・心臓外来︶紹介

9
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法による筋力︑関節可動域と

能・形態障害に対する運動療

病や傷害などに起因する機

査・測定・評価に基づき︑疾

ページには﹁理学療法とは検

理学療法士協会のホーム

の選定や住宅改修・環境調整︑

を少なくするための福祉用具

会生活を送る上で不利な要素

善するための指導︑そして社

本的動作や日常生活活動を改

た能力障害が残ったとき︑基

善を図る治療を行います︒ま

当院では本年より理学療法

る施設も増えているようです︒

理学療法士が採用・増員とな

存在価値が認められ︑新たに

ホーム︑スポーツ施設等でも

なく老人保健施設︑有料老人

躍の場は広がり︑病院だけで

化以降︑年々理学療法士の活

仕事の中心です︒

除いていくのが理学療法士の

ける様々な原因・問題を取り

態に注意しながら各動作にお

作の練習を行います︒全身状

がり︑そして歩くといった動

がり︑座った姿勢から立ち上

室で寝ている状態から起き上

なれば︑リハビリテーション

そして車椅子に乗れるように

で行い︑離床の準備をします︒

筋力の回復を病室のベッド上

と考えています︒

できる環境を作っていきたい

つつ︑全ての方が治療に専念

研鑚︑治療技術の向上を図り

進めるために︑今後も知識の

います︒より科学的に治療を

できる専門職へ変化してきて

が増え︑身と心両面のケアが

ちですが︑近年︑女性の割合

ら体力勝負の仕事と思われが

理学療法士は業務の特徴か

⅁ⅼ⅗ॽমⅻⅅ⅓ℵⅫⅇ‥ၑڠၷ༹আ

いった身体機能︐および温熱︑
在宅ケアなどが含まれます︒

名体制となり︑作業療法

士

↽↥↩↽↜•⁏⇅໐
₊ ၑڠၷ༹আ
₊

水︑光線︑電気などの物理療

近年では︑生活習慣病の予防︑

名と共にリハビリ

２０２５ 年には４

動作能力︵座る・立つ・歩く

いうと︑理学療法士は基本的

制専門学校

校︑大学

校︑４年

２００９年現在︑３年

になると予測される中︑

とかす・着替える等︶の増幅

適応能力︵文字を書く・髪を

応用的動作能力または社会的

等︶の回復を︑作業療法士は

人に１人が

制専門学校

おり︑国家試験を経て

理学療法士については︑例え

る能力の改善を目指します︒

を︑言語聴覚士は話す・食べ
毎年何千人という理学

ば︑何らかの手術後︑安静の

校で養成が行われて

療法士が誕生していま

★第９回赤穂市民病院祭★

 ུݠ༰!ࢨ

法による疼痛︑循環などの改

コントロール︑障害予

療補助

名︑診

防も理学療法の対象に

テーションを行っています︒

名︑言語聴覚士

なっています﹂とあり

職種毎に目的があり︑簡単に

士

ます︒

1
歳以上

1

状態から︑まず関節の動き︑

問い合わせ先
市民病院総務課
電話 （４３）６４１４

65

85 80

す︒１９６５年の法制

６月26日㈯午前９時〜午後０時30分 雨天決行
赤穂市民病院
□アトラクション＝もちつき、吹奏楽、漫才、義士ライ
ダーなど
□体験コーナー＝健康相談、カプセル内視鏡、乳がん自
己検診、ドクタードックなど
□模擬店＝かき氷、ジュース、コーヒー、わたがし、
スーパーボールすくいなど
○日時
○場所
○内容

7

3

76

10
赤穂市民病院広報

イ

ペットの多様化により︑淡水

エイが容易に手に入る時代と

な っ た︒ 近 く の ホ ー ム セ ン

ターでも︑毒トゲつきの淡水

かわいいからといって手を

傷
て払っていると︑しっぽのト

出すと︑あとで痛い目に遭う︒

刺

皮膚科の散歩道【第八回】

エ

エイが販売されていた︒今後

は輸入魚による刺傷にも注意

三時頃︑漁をしていると体長

ゲにぴしゃりとやられた︒手

エイとの付き合いは︑少し距

が必要であろう︒
一メートル︑重さ五キロほど

指の間にトゲの遺残物が見え

離を置いた方がよい︒

康夫

のアカエイが網にかかった︒

て い る︵ 図 ３︶︒ 痛 み は オ コ

和田

しっぽの途中に︑毒のついた
エイは網から自然にはずれ︑

ゼに刺されたときより強かっ

赤穂市民病院皮膚科

ト ゲ が あ る︒ 毒 ト ゲ は︑ 銛
突如足元に落下した︒振り上

たが︑患部を湯に浸すことで

◆エイの毒トゲ

︵もり︶のように細長い︒毒
げられたしっぽのトゲが︑漁

三〇分ほどで症状は改善した︒

エイは︑しっぽに毒がある︒

トゲの両側縁には︑のこぎり
師の下腿を突き刺した︒当時︑

この釣人はスーパー店員で︑

歯に似た︑小さな返しが並ん
で い る︵ 図 １︶︒ そ の 返 し は︑ 長靴を履いていたが︑毒トゲ

毒魚刺傷の初期治療は︑湯

らなかったという︒流通して

いたが︑毒トゲがあるとは知

それも鮮魚店コーナーで働い

を引き抜くと︑返しによって

に浸すことである︒しかし︑

いるエイは︑普通しっぽは切

は長靴を貫通し︑皮下に達し

傷が広がり︑それと同時に鞘

このように傷が深いときは︑

り落とされている︒そのため

毒液入りの鞘の中に︑普段収

が破れて︑毒が傷口に散布さ

創傷の治療を優先する︒海外

市場のエイで受傷することは

ていた︒エイも時おり扱って

れる︒

ではダイバーが胸部を刺され︑

稀である︒

アカエイ刺傷（手指間）

ていた︵図２︶︒

エイは背中をおさえられる

心タンポナーデで死亡した例

数 だ が︑ 淡 水 産 の エ イ も い

図３

められている︒刺さったトゲ

と︑しっぽが鞭のように跳ね

がある︒
◆淡水エイ

上がる︒しなったしっぽに誘
導されて︑毒トゲが︑背中に

次 は︑ 手 の 刺 傷 例 で あ

る︒淡水エイにも毒トゲがあ

エイの九割は海に棲む︒少
る︒趣味で釣りをしていると︑

り︑刺傷による死亡例がある︒

◆釣り人の受難

一〇センチくらいの小さいエ

淡水エイは南米に棲み︑日本

のった物体めがけて襲いかか

イがあがった︒背中に砂がつ

には生息しない︒けれども︑

る︒

下腿刺傷例を紹介する︒患

いていたので︑やさしくなで

◆漁師の災難
者は五〇代男性である︒午前

アカエイの毒トゲ トゲを覆っている鞘は除去してある

アカエイ刺傷

図１
図２
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病院ボランティアの笑顔

籠谷照夫さん

丹精込めて手入れされた盆栽や
松竹梅、君子蘭などで季節ごとに
アメニティーホールに彩りを添え
てくださっています。
５月26日から６月４日までは、
山野草の展示をしていただきまし
た。

−赤穂市身体障害者福祉協会から
昨年度に引き続き車椅子寄贈−
６月７日、赤穂市身体障害者
福祉協会から、車椅子１台を寄
贈していただきました。
これは、協会により回収され

ブルーデイジーコンサート

５月25日

たアルミ缶のプルトップのリサ
イクル料と、協会が各施設に設
置した自動販売機の売り上げの
一部により購入されたものです。
昨年度も２台の車椅子の寄贈をしていただいており、引き続く
善意に感謝しながら、大切に利用させていただきたいと思います。
なるほど・ほのぼの写真展
５月１日〜５月29日

各種教室開催のご案内
肝臓病教室
日時：平成22年６月20日㈰ 午後１時30分〜午後２時30分
場所：市民病院 ３階 院内学級
内容：「肝臓の検査、肝臓病の最近の話題」 消化器科 小野成樹
介護教室
日時：平成22年７月３日㈯ 午後１時〜午後３時
場所：病院北側 訪問看護ステーション２階
内容：「美味しく、食べやすい簡単レシピ」 看護部
心臓病教室
日時：平成22年７月11日㈰ 午前10時〜午前11時30分
場所：市民病院 ３階 講義室
内容：①「健康寿命をのばしましょう」 栄養部
小林千代美
②「普段聞けない！狭心症の詳しいお話」 循環器科 小西明英

託児所増築工事
託児所の増築工事を実施して
います。
施工期間は６月１日から10
月20日 ま で、 工 事 内 容 は、 建
屋増築、すべり台・砂場移設、
門扉・塀・ポーチ新設などです。
工事期間中は来院される方や、
地元の皆様にもご不便をおかけ
することと思いますが、工事は
細心の注意をもって施工いたし
ておりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。

