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※「薬研」とは、昔本院で漢方薬を調剤する際に、薬種を砕いたり、粉末にするために使用した器具で、正面玄関に飾ってあります。
※当院は①日本医療機能評価機構②人間ドック健診施設機能評価の認定施設です。

②

①

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には健やかに新年をお迎えのことと心からお喜び
申し上げます。
　また日頃から当病院に対するご支援・ご協力深く感謝
申し上げます。私自身、去年の４月に院長を拝命し、はや8
か月が経過しました。どうしたらよい病院になるのか？そ
のために何をすればよいのか？と毎日毎日悩みながらあ
っという間の8か月でした。その間いろいろな方にアドバイ
スをいただいた事をこの場をお借りしてお礼申し上げま
す。
　先日、平成26年度の我が国の医療費がついに40兆円
を突破したとニュースでご覧になった方もおられると思い
ます。その大きな原因の高齢化社会は今後ますます深刻
化するものと思われます。そのため政府は病院で患者さ
んを診るという考えから、地域全体で患者さんをサポート
していくというような考えに軌道修正をしています。その
ため当院も今までの急性期の医療に加え、我々ができる
ことを始めようということで昨年より訪問リハビリテーシ
ョンを開始いたしました。

　また従来から行っていた訪
問診療も担当者を増員し、そ
の数を増やしています。病院に
通うことのできない地域の皆
さんに、診療やリハビリテーシ
ョンの面で病院と同等のサー
ビスを身近なところで受けてい
ただきたいという思いからで
す。そのための体制作りも着々
と進行中です。このような私たちの持っている医療のノ
ウハウを地域の方々にいろいろな形で還元する取り組み
を私たちは“キナシ健康プロジェクト”と命名しました。こ
のプロジェクトは、昨年私が院長就任時に掲げた“地元
で最初から最後まで完結できる医療の提供”を実践す
るための大事な柱と考えております。
　今年も職員一丸となって実践に努力する所存であり
ますので、今後とも引き続きご理解とご支援を賜ります
ようお願いを申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

“キナシ健康プロジェクト” 始動

まなべ　　たけし
真鍋　健史院長

くろずみ　ひろあき
黒住 泰明
副院長ドクタークロズミの

“答えのない話”
　私、クロズミは大阪の北野高校の出身だ。先輩に、鉄腕アトムで有名な漫画家の手
塚治虫さんがいる。その手塚さんのライフワークとも言うべき作品に「火の鳥」がある。
　黎明編、宇宙編など、いくつもの話があるが、それらに一貫しているテーマは「不老
不死」である。火の鳥の生き血を飲んだ者は不老不死を手に入れることができるとい
う。その噂を信じ多くの者は、火の鳥を追いかけて次 と々命を落とすのだけれど、ある
若者がついに火の鳥に生き血を吸わせてもらうこととなる。そして、その若者は、友達
や家族が死に、人類がすべて死に絶えた後も、決して死ねない「生き地獄」を味わうこ
とになる。
　医師であった手塚は60才の時に胃癌で死んだ。彼は、自
分の作品の中で、登場人物にいつもこう語らせるのである。
「僕は決して死など怖くない。命は鎖のように続く連鎖なん
だ。そのことを悟った瞬間、限りある命は永遠になるんだ。」
　私も、医師として、いままで多くの命の旅立ちを見届け、手
塚の死んだ年齢にもなり、ようやく彼の考えが理解できるよ
うになってきた気もする。

火の鳥
第一回 ●患者さん中心の医療

●高水準の医療の提供
●地域の健康を支援する病院
●働きがいのある職場づくり

病 院 の 理 念

●良質の治療を受け、安全が確保
　される権利
●自己決定権および選択の自由の
　権利
●尊厳を確保する権利
●個人情報の機密保持と医療情報
　の開示を受ける権利
●健康教育を受ける権利

患者・家族の皆様の権利

今
年
は

　
申
年！
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■キナシ大林病院における様々な出来事に対して、多方面の『角度（ANGLE）』から意欲的に
　接近しようとする『試み（TRY）』
■病院の立地→『川』『鉄道』『道路』に囲まれた、『トライアングル（TRIANGLE）地帯』

❷　Kinashi Obayashi Hospital YAGEN

和泉 洋介
いずみ　ようすけ
作業療法士

藤澤  孝雄
ふじさわ　   たかお

医療相談グループ
医療ソーシャルワーカー

医療福祉相談

　前回はこれから当院で取り組む地域ケ
アについてお知らせいたしました。そして
皆さんの協力のもと、少しずつですが活
動する機会をいただいています。
　まずは下笠居地区のコミュニティ協議
会が企画する健康チャレンジ2015に参
加しまし
た。10月、

11月に香川県総合運動公
園の早朝の気持ち良い空
気の中で、地域の皆さんや
子供たちとともに歩き、触
れ合う機会をいただきまし
た。また12月には「まとめの会」として健康についての講和を
しています。

　地元鬼無町でも11月21日
に、鬼無町コミュニティセン
ターにお邪魔し「鬼無ももた
ろうサロン」で健康講座や
介護保険について説明しま

した。当方のつたない説明に関心を持ってお聞きいただきあ
りがとうございます。
　さらに産業リハビリとして、近辺の介護事業所の職員の
腰痛予防等に協力すべく声かけをさせてもらっています。10
月23日にはニチイケアセンター鶴市のヘルパーさん方にお越
しいただき、実践を交えながら講義を受けてもらいました。
これらの活動は9月からの新戦力である柿原理学療法士が
訪問リハビリの合間で精力的に取り組んでいます。ゆくゆく
は病院全体として取り組んでいければと考えています。
　また、1月22日には、介護事業所等の皆さんとの連携をさ
らに密にし、様 な々ご意見を当院の運営に活かしていくため
に「地域ケア懇談会」の開催を予定しています。それに先立
ち、活動の内容や方針を院内で共有し本番に臨めるよう、 

院内リハーサルを開催
し97人の職員が参加
しました。その後の職
員アンケートでは地域
ケアについての勉強会
の要望や、実際に参加
したいという希望もあり、参考にしていきたいと考えていま
す。 今後も 「地域ケア懇談会」は様 な々議題で定期的に開
催する予定です。介護事業所等の皆さんと協力関係を深め、
当院だけではできない患者さんの支援を行っていきたいと
考えています。さらに、日ごろから患者さんの支援をしてくだ
さっている介護事業所さんへも当院からお手伝いできるこ
とがあればお知らせください。

　10月14日　下笠居地区健康チャレンジ2015その2
　10月16日　地域ケア懇談会リハーサル
　10月23日　産業リハビリ　ニチイヘルパーミーティング
　11月11日　下笠居地区健康チャレンジ2015
　11月21日　鬼無ももたろうサロン　健康講座その3
　12月 2日　下笠居地区健康チャレンジまとめの会

　当院の地域ケアのロゴマークが出来
ました。職員からアイデアを募集し、2階
病棟の橋本師長の作品が選ばれました。
地域の「いき」、生き生きの「いき」を合
わせた、 「いきいきちゃん」です。よろし
くお願いします。

あけましておめでとうございます。
　訪問リハビリを立ち上げて早半年にな
ります。現在は理学療法士１名・作業療法
士2名・ソーシャルワーカー１名の４人体制
で日々精進しています。おかげさまで順調
に利用していただき、1月現在で訪問利用者は30名
を超えております。皆さんのおかげと深く感謝申し上
げます。今後ともよろしくお願いします。

昨年の11月25日水曜日に避難訓練を行いました。
　消防署の方が見守る中、患者さん役のスタッフをスムーズに避難誘導し、
無事終了しました。
　終了後は、消防署の方からの総括をいただきました。

すみれ保育所
だより

キナシ大林病院

院内旅行院内旅行
　　　　　　　　　　　　　　　　11月8日の日曜日、
　　　　　　　　　　　　　　　院内の日帰り旅行で神戸に行ってきました。 
　　　　　　　　　　　　　　　柔らかい和牛のランチに舌鼓を打ったあとは、 
　　　　　　　　　　　　　　　 クルーズ船のデザートクルーズでした。あいに
くの天気でしたが、おいしいものと楽しい時間に癒されました。

避 難 訓 練避 難 訓 練 メリーメリークリスマス
　　今夜はたのしいクリスマス

サンタさんと一緒に踊ったよ。とっても楽しかったね。
それからプレゼントももらったよ。
サンタさんありがとう！

クリ
スマスのうたが聞こえてくるよ♪♪

今までの活動実績

キナシ健康プロジェクト
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鍼灸師
たき　　よしただ
瀧　義忠

　MRI検査の撮影時には、ガンガンと
いう大きな音がします。
　この騒音は、撮影、すなわち装置に内
蔵されているコイルを働かせた時（MRI
では画像を得るために、磁場を微妙に変
化させる必要があります）、磁場の中を
電流が断続的に流れることによって生じ

る力が、コイル自身を振動させ、その振動エネルギーが磁
石本体などの構造物全体に伝播することによって装置その
ものから大きな音が発生してしまいます。
　この音は一般的に、綺麗な画像が得られる磁場の強い
装置ほど大きくなります。
　最新の高性能の装置では検査時間は短縮されましたが、
その代わりに音が大きくなってしまい
ます（音が小さくなるように改良されつ
つあります）。
　その為、当院では患者様に耳栓、又
はヘッドホンを使用していただきつつ
撮影しています。

　冬の時期、特に注意して頂きたい感染
症の１つにノロウイルスによる腸炎があ
ります。
　感染経路は、①食品からの感染（感染
した人が調理などをして汚染された食
品、ウイルスの蓄積した加熱不十分な二
枚貝など）、②人からの感染（患者の糞便
やおう吐物からの二次感染、家庭や施

設内などでの飛沫などによる感染）などがあげられます。
　潜伏時間は、感染から発症まで24～48時間、主な症状と
して、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1～2日続きます。
軽い風邪のような症状や症状のない場合もあります。
　細菌検査室では、ノロウイルス感染症の診断の補助とし
て、糞便中のノロウイルスが検出できるキットを使用して検
査を行っています。検査時間は、便提出から30分程度です
が、検査の前処理や再検などにより時間がかかる場合があ
ります。この検査では、陰性と判定されても、必ずしもノロ
ウイルスが存在しないことを保証するわけではありません
のでご注意ください。
　少量で感染が成立するので、用便後や食事前だけでな
く、帰宅後や不特定多数が使用するものに接触した後など
は、せっけんと流水による手洗いをしっかり行ってください。

放射線科

検査科 リハビリテーション科

（8部署からの記事です）～斯々然々～オクトパーツ

三宅 千代美
みやけ　ち  よ  み

　前立腺肥大症についてご存じですか？
前立腺肥大症は高齢男性に多く加齢と共
に増加してきます。
　前立腺の肥大により尿道が圧迫される事により起こり、
自覚症状は、尿が出にくい●尿の勢いがない●尿が出始める
までに時間がかかる●排尿の途中で尿が途切れる●尿をす
る時に力まなければ出ないなど徐々に排尿に障害を生じて
きます。
　治療はまず投薬治療から始めますが、これで良くならな
い場合は手術が必要です。手術は、肥大した部分を尿道よ
り挿入した電気メスで切り取る方法が主流でしたが、今回
PVP(光選択的前立腺レーザー蒸散術)が平成23年より保
険適応となり、当院においても平成27年1月に導入しました。
PVP手術を行うようになり、今までの電気メスによる切除術
よりも術後の痛みや出血量も少なく患者さんの負担がより
少なくなり、また入院期間も短くなっています。症状のある
方は、一度泌尿器科医師へ相談してみてはいかがでしょう
か。詳しくは病院のホームページをご覧下さい。

看護部

副主任

内海 和美
うつ み　かずみ
検査技師

MRIは検査時にどうして
　　大きい音がするのでしょうか？

ツボのちょっと話①

前立腺肥大症について

ノロウイルスによる
腸炎と検査

ひらお　かずや

平尾 和也

診療放射線技師

　今回は物理療法の１つであるマッサージ
から、ツボ（経穴）の紹介です。ツボは健康
体では、よくわかりません。気持ちがふさぎ
込んだり、気が滞ったり、また邪気が外から入ってきたりす
るとツボが凹んだり、膨隆したりします。これが反応点であ
り同時に診断点、治療点のツボとなります。
　今回一番最初に紹介するのは、ツボの中でも特に有名な
“足三里”です。場所は膝の外側でお皿の下指4本分の凹んで
いる所か筋張っている所です。効果はなんと言っても一番
に胃腸の不調を和らげる事です。他に膝関節痛に利用した
りします。足三里は松尾芭蕉の「奥の細道」でも足三里にお
灸をしながら旅をするという話は有
名です。
　運動は続ける事が大事です。ツ
ボも同じで一回しただけではわか
りません。何回も何十回もして初め
て効果があると思えるものです。
継続は力なりですね。

けいけつ

あしさん り

足三里
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　バリウム検査後、できるだけ早くバリウ
ムを体外に排出する必要なのはご存知で
すか？
　バリウムなどの造影剤は、大腸で水分
が吸収されると石のように硬くなります。
その結果まれで

すが、腸閉塞を起こすことがあり
ます。そのため、人間ドックでは早
く便と一緒に排出できるように、
検査で飲んでいるバリウムの中に
液体の下剤を入れてあり、また検
査後も夕方に下剤を2錠服用して
いただくようにお帰りの際に説明
しています。必ずしっかりと水分
を摂取し、下剤を服用してくださ
い。

●バリウム検査後の注意事項
 ・ アルコール類は控え、水をたくさん飲んでください（目安１リットル）
 ・ バリウムの排出に不安を感じた方は、下剤を服用してください。
・検査翌日までに排便がなく、腹痛などがあるときは、病院でご相談く
　ださい。
※少量のバリウムは、数日間体内に残ります。バリウム検査後にレントゲ
　ン撮影や超音波検査等を行うときは、医師にバリウムを飲んだことを
　伝えてください。

　薬が余ったときはどうしていますか。
もったいないからと置いていませんか。薬
にも使用期限があります。長く置いておく
と効果がなくなったり、有害なものに変化
することもあります。間違って多く飲んだ
ら大変です。
　飲み忘れた、大きくて飲みにくい、仕事

でなかなか飲めない時間がある、薬が多くて飲み方がわか
らないなど、薬が余る理由はいろいろあると思います。それ
を先生に伝えていますか。薬を飲んでないことを先生が知
らないと、薬が効いてないと思って薬を増やすかもしれませ
ん。それは困りますよね。
　最近は口の中でラムネのように溶けて飲みやすい錠剤も
増えています。薬を飲む時間や回数は変えられるかもしれま
せん。薬を1回に飲む分ごとにまとめることもできます。　　
　もちろん全部の薬を変えられるわけではありませんが、
相談してみる価値はあると思います。あなたにとって大切な
お薬です。正しくお飲みください。

　平成24年よりフット（足）観察や指導を
導入し4年になります。
　フットケアの知識やスキルの向上と評
価レベルの統一を図るため、フットケア研
修に参加し現在6名の看護師が修了して
います。フット観察・指導は、糖尿病患者
さんに対し年１回、新規導入患者さんや

転入患者さんにも行っています。
　定期検査はABI（足関節上腕血圧比）を年１回施行して
います。異常がみられた場合、医師より追加検査（SPP：皮
膚灌流圧・下肢エコー・下肢MRIなど）や形成外科に紹介
を行い必要に応じて他院へ紹介等の連携をとっています。
　またフットケアについて看護研究を行い透析学会で発表
しています。足病変と喫煙には関連性がある結果が出てい
ます。喫煙患者さんには禁煙の重要性と合併症についての
説明を行っています。
　今後もフット観察や聴き取り調査を継続し、足病変の早
期発見・早期治療に繋げていきたいと思います。

松永 美代子
まつなが　み　よ　こ

薬剤科

人間ドック

オクトパーツ （8部署からの記事です）～かくかくしかじか～

森下 律子
もりした　りつ こ

透析センター

楠原 美穂
くすはら　み　ほ

事務員

薬剤師

人間ドック直通  ☎（087-881-3218）

フットケアを導入して・・・
『お薬』余っていませんか？

胃透視（バリウム）
検査の時には
下剤を使用します。

▲バリウムが排出されないと、
　このように写ります。
　白く見えているものがバリ
　ウムです。

師長

医事課

　当院を受診されている方の中にも確定申告の「医療費控
除」を申告される方がいらっしゃると思います。
　申告の際に領収証の提出が必要となるため、病院の窓
口で領収証の再発行を希望される方がいらっしゃいます。
当院では、領収証の再発行はしておりませんが、それに代
わるものとして『領収証明書（年間証明）』を発行させてい
ただいています。これは、確定申告の際に領収証に代わっ
て税務署に提出できる書類です。
　なお、『領収証明書』は、有料となるため、領収証の保管
をできるだけお願いします。
　〇申し込み：　書類受付
　〇文 書 料：　520円
　お問い合わせ、
お申し込みはお
早めにお願いしま
す。（この時期は、
依頼が多くなるた
め発行に数日を
要しますのでご了
承ください）

上西 奈保美事務員
うえにし　な　お　み

領収証明書（年間証明）
について
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小柳 由美
こやなぎ　ゆ　み
介護福祉士

　介護福祉士とは、社会福
祉士及び介護福祉士法によ
り定められた介護・福祉分
野の国家資格です。
　介護福祉士の資格を取得

するには大きく二つの方法があります。
１） 福祉系の学校所得の単位を修得
　　し、介護福祉士の資格を得る方法。
２）3年以上の実務経験を経て、毎年
　　１月末に行われる筆記試験・実務
　　試験を受験し合格して介護福祉
　　士の資格を得る方法。
当院の介護福祉士は7名が勤務しています。
　私は短期大学を卒業し、医療関係の仕事に
携わっていましたが、デスクワークではなく身
体を動かし直接患者さんと関わる仕事に付き
たいと思い、当院の看護助手になりました。
　病棟看護助手とは、患者さんの食事配下
膳・食事介助や入浴介助など、身の回りのお
世話やベッドメイキング、環境整備、備品の管

理など雑務担当と他に診療のベッド・車椅子
搬送、誘導、オムツ交換など看護師のサポート
です。
　毎日が変化に富んでいて、新たな発見や充
実感がありやりがいのある仕事です。

　患者さんのお世話をする際「あ
りがとう」・「助かりました」と言う
言葉をかけて頂くことにより自身
の喜びと笑顔に満ち介護の充実向
上となる毎日です。
　今までの知識や経験によって技

術を身につけることにより、自分自身を大きく
成長し、向上心を高めるために介護福祉士の
資格を取りたいと思いました。資格を取得する
ために勉強したことが日 と々ても役に立ってま
す。患者様が気持ちよく快適に過ごせるかを考
えながら仕事をしています。
　何かお困りの方、お手伝いすることがあれ
ば、お気軽にお声を掛けて下さい。

資格
紹介

　昨年11月定年退職前に休暇をいただき、津山、高松
に続く第三の故郷ドイツのニュルンベルクを訪れた。
ニュルンベルクは第二次世界大戦のナチスの裁判の
あったところ、中世の有名な画家アルブレヒト・デュー
ラーの生誕地、冬のクリスマスマーケットなどで有名。
私は、1980年末から2年間ニュルンベルク市立病院で
消化管造影の指導にあたるとともに、下肢動脈の血管
形成術で高名なツァイトラー教授のもとドイツの放射
線診断学の研修をした。今回の旅は、以前の病院の表
敬訪問、35年前の同僚との同窓会、そして４年前に亡く
なられたツァイトラー教授の墓参りであった。
　病院にはただ一人35年前一緒に仕事していた女性
の放射線技師がいた。当時、CT検査を担当していた若
くて美人だった彼女は私
のことをよく覚えていてく
れ、再会はとても嬉し
かった。
　同僚との同窓会は、6人
の同僚、教授夫人等、私
が来るということで50～
60㎞離れた町からきて来
てくれた。最年長は72才、若くても62才であった。お互

い過ぎた年月を
感じさせる風貌、
体型になってい
た。ビールとワイ
ンを飲みながら
楽しく歓談できた。
　翌日、妻と二人でデューラーのお墓もある街中の広
大な墓地を訪れた。夫人の書いてくれた地図の場所を
2時間近く探しても発見できなかった。あきらめて一度
は帰ったものの、夕方再度探しに行き1時間程探し、ほ
とんどあきらめかけたとき奇跡が起こった。家族の墓
参りにきたという前日病院で出会った女性の放射線技
師とバッタリ遭遇した。彼女がお墓の位置を教えてくれ
て無事墓参りをすることができた。きっと教授が彼女
を呼んでくれたのだと思っている。
　塀に囲まれたニュルンベルク旧市街の外観は35年
前とほとんどかわっていなかった。相変わらず歩きにく
い石畳など古いものを大切にしながら、環境問題、原
発廃止、自然エネルギーなど新しいものを取り入れて
いるドイツは35年前よりさらに豊かになったように感じ
られた。

こじま かん じ

放射線診断科 部長 児島 完治

介護福祉士の資格取得について

第三の故郷ニュルンベルクへの旅

それゆけ薬研ちゃん
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　冬の旬の野菜と言
えば、鍋料理にかか
せない大根ですね。
ビタミンＡ、Ｃ、食物
繊維を多く含み、消
化酵素が胃腸を整え
てくれます。中心部よ
り皮の方が約2倍も多く含まれ、高

血圧対策、血管疾患の発病予防にも効果がありま
す。また葉の部分には、ビタミンＢ１、カルシウム、ナ
トリウムなどの成分を多く含み栄養豊富です。
　大根が辛いかどうかは、ひげ根の並び方で見分
けます。上から下まで一直線に並んでいるのは辛み
が少なく、斜めに大根を取り巻くように螺旋状に並
んでいるのは辛みが強いそうです。保存方法とし
て、買ってきたらすぐに葉と根を切り離し新聞紙に
包んで寒いところに立てておくと2～3週間はもちま
すよ。
　ますます寒くなりますが、冬野菜をたっぷりとっ
て風邪などひきませんように。

あおやま　ち   え   み

青山 智恵美
栄養科 調理員

食について食について だいこんだいこん

❻　Kinashi Obayashi Hospital YAGEN

御意見箱に寄せられた皆様方のご意見と、病院長からの返答を抜粋で記載します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（期間：平成27年10月～12月）

診　療　実　績

外来患者数
新入院患者数
退院患者数
地域医療支援病院紹介率
救急車搬入件数
救急車搬入後の入院数
手術件数

１１月　
12,353 人
156 人
157 人
18.6 ％
28 件
118 人
58 件

１０月　
13,199 人
144 人
163 人
20.9 ％
36 件
16 人
46 件

９月　
12,424 人
153 人
140 人
17.1 ％
23 件
22 人
48 件

H27年

医療法人財団博仁会
キナシ大林病院

〒761-8024 　香川県高松市鬼無町藤井435－1
　　　　  TEL087-881-3631（代表）FAX087-881-3867
地域連携室  TEL087-881-3676（直通）FAX087-882-3539
人間ドック  TEL087-881-3218（直通）FAX087-881-8020

編集
後記
編集
後記

糖尿病
教　室

心臓病
教　室

と　き　毎週金曜日（第4金曜日を除く）午後1時20分～2時
ところ　4階カンファレンス室

と　き　毎月第4金曜日午後1時15分～2時
ところ　3階会議室

腎臓病
教　室

と　き　毎月第4土曜日午後1時～2時
ところ　3階会議室

心臓病・腎臓病・糖尿病の教室に参加しませんか？

※患者さん向けに各教室を行っています。関心のある方はどなたで
　もご参加下さい。

　2016年新しい年がやってきました。去年今年貫く棒の
如きもの（高浜虚子）大晦日と元旦は、昨日と今日の続き
でしかありません。とはいえ、休みなく走りっぱなしでは
疲れ果ててしまいます。区切りをつけて、心機一転、新し

い年を頑張りましょう。
　人生のオンとオフ、毎日の仕事にもオンとオフ、頑張るときは頑張
り、休む時はちゃんと休みましょう。キナシ健康プロジェクト始動で
す。皆様の協力よろしくお願いします。（K）

　薬研を読んでの感想・ご意見・今後取り上げて欲しいこと・質問など
ありましたら、yagenchan@obayashihp.or.jpへ。①事務員②人間ドッ

ク③１０/1６④香川
県⑤雑貨店巡り

渡邉 美紀
わたなべ　み　き

①看護師②７階病棟
③１０/1⑤映画鑑賞

たにざわ み か

キナシ大林病院だより
第63号

看護師の香水なのか香りがきついのは、病人にとっては
気分が悪くなるのでやめてほしい。

申し訳ありません。そのようなことがないよう、指導をし
てまいります。

クレジットカードが使えるようにしてほしい。

ご意見ありがとうございます。設備等の問題もあり、これ
からの検討課題とさせてください。

神経内科の席がいっぱいの時には、外科側に座るのです
が呼んでいる声が聞こえません。せめて２回呼ぶか裏まで
確認してほしいです。

ご意見ありがとうございます。お呼び出しした時にいらっ
しゃらない場合は、あちこちで呼ぶようにしていますが、
もう少し徹底するように指導いたします。

　あけましておめでとうございます。
香川大学病院研修医の市川冬輝と申します。
よろしくお願いします。
　平成28年の干支は申（さる）です。
　色づいていた葉は「木から落ち」、冬本番と
なりました。この3月で私は初期研修の「まん
き」を迎えます。キナシ大林病院で3か月お世
話になった後は「さる」身となりますが、ここで
働けるのも何かの「えん」だと思います。
　サルのような軽いフットワークで仕事に邁進していきたい
と思います。

　初期研修医の川北と申します。  3月までの短い間です
が、キナシ大林病院で研修させていただくことになりまし
た。趣味は楽器演奏で、ヴィオラの演奏をしています。
　前任の病院ではクリスマスにヴァイオリン、ピアノとのアン
サンブルをしました。日々の業務はもちろん、演奏活動にも
精力的に取り組んでいます。医師としては未熟な点が多い
ですが、いろいろな経験を積んでいきたいと考えています。
皆様、ご指導をよろしくお願いいたします。

①看護師②７階病棟
③１０/1④香川県
⑤ドライブ・DVD鑑
賞

長谷川 香織
はせがわ　 かおり

職員紹介職員紹介新 ①職　種　②部　署
③採用日　④出身地　
⑤趣　味

研修医
紹介

研修医 川北 梨愛
かわきた    り   え

研修医

市川 冬輝
いちかわ　ふゆき

谷澤 美華

こぞことし

←青山さんの
　娘さん
　「かざねちゃん」
　のイラスト

mailto:yagenchan@obayashihp.or.jp

