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巻 頭 言

臨床研究センター長（副院長）
就任のご挨拶
公立学校共済組合四国中央病院
副院長

中

屋

豊

まず、自己紹介をさせていただきます。私は、生まれも、育ちも、そして今までの仕
事の場も徳島でした。昭和 48 年に徳島大学を卒業し、すぐに徳島大学の第２内科に入
局し、内科医として研修を開始しました。当院の鎌田正晴院長は大学時代の同級生で、
柔道部で一緒に過ごし、また卒業後も多くの共同研究を行った仲間でした。ちなみに、
大学時代は 2 人とも 70kg 級で柔道大会に出場していました。こうしてみると、二人とも、
体重はそれから 20kg 以上増えたことになります。
卒業後の最初の 20 年間は、臨床医として大学病院で診療、研究を行なっていました。
病棟医長、外来医長も努め、臨床はある程度経験を積みました。循環器と糖尿病が専門
の診療分野でしたが、昔の内科でしたので、幅広く診療をしていました。循環器では、
心電図、不整脈が専門でしたが、心カテも一人で行ったりしていました。しかし、偉く
なると（？、地位だけですが）、自分の手を動かすことが少なくなりました。
後半の 20 年間は、基礎の教室に（代謝栄養学の教授として）転出し、少し臨床から
は距離を置くようになりました。それでも、内科の外来（循環器内科）は最後まで週 1
回行っており、臨床にはずっと関わってきました。また、2000 年頃からは全国的に
NST( 栄養サポートチーム ) が盛んになり、徳島大学も栄養管理に力を入れてきました。
私も、初代の徳島大学病院の栄養部長となり、大学病院での入院患者の栄養管理を推進
し、日本に誇れる NST を作り上げました。そのため、他の教授よりむしろ病棟で患者
を診る機会も多かったかもしれません。退職後の次の病院として、息子の家族の支援を
するため ( 共働きの夫婦の子供の面倒を見るため )、すでに関東の病院に行くことを決
めていました。そこで NST をさらに発展させるつもりでした。家内も眼科の開業を閉
じて、関東への移動の準備が整っていました。
ところが、昨年 11 月末に柔道部で私の退職のお祝いの会を開いていただいた際に、
鎌田先生から、お話がありました。文科省から、この病院に臨床研究センターを作るよ
うにと言われ、センター長を探している。私に来てくれないかと頼まれました。また、
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内科の医師が少なく、非常に困っているので助けてくれといわれました。学生時代から
ずっと一緒にやってきた鎌田先生の御願いで断り切れず、また家内も「そんなに困って
いるのなら助けてあげては」と言われ、就任することに致しました。研究をして、論文
を書くのは、慣れていましたので、研究センター長の職は苦痛ではありませんでしたが、
この年になって内科の先生方の助けになるかは少し不安でした。長い間、大学では、循
環器の専門外来だけで、他の領域の患者がくると、他科へ紹介するという診療でした。
ここでは、かなりの範囲を自分で解決しなければいけない状態となりました。また、入
院患者も長い間持っていませんでしたので少し不安でした。皆様のご支援で、勉強しな
がら、一つ一つ対応していければと思っています。
赴任してきて、この病院で何か貢献しようと思っています。そのうちの一つが、この
病院の NST を盛んにしたいことです。特に、各病棟の看護師さんに是非協力していた
だき、今後少しずつ NST を充実していきたいと思います。また、看護師、栄養士、薬剤師、
検査技師さんのための勉強会を開いたり、学会発表の指導などができればと思っていま
す。良い病院の評価に学会発表や論文発表などがあります。この分野で何か貢献できれ
ばと思っています。メディカルスタッフの方で、研究発表でまとめ方など、何か困った
ことがあれば気軽にご相談下さい。
また、医師の先生方には、是非研究を進めるようにと、院長から強く言われております。
忙しい診療の中、申し訳ございませんが、是非臨床の研究テーマを見つけ出し、学会、
論文に発表していただければと思います。臨床研究センター長として、このことを御願
いして、ご挨拶に代えさせていただきます。
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特

集1

愛媛県看護協会主催

「みんなで話そう - 看護の出前授業」
に行ってきました
感染管理認定看護師

三

嶋

友

恵

「看護の出前授業」は中学校や高等学校に看護職が出向いて生徒に命の大切さや看護の役
割・仕事等について伝える機会を提供するものです。2014 年 6 月 5 日、愛媛県立川之江高
等学校で看護の出前授業を行い、医療職（主に看護職）を目指す 3 年生約 30 人が参加して
くれました。
「出前授業」では、看護職の仕事や役割を知ってもらうために、看護職になるには・学校で
学ぶこと・看護職の仕事カタログ・ナースのお仕事、さらにチーム医療について、キャリアアップ
の道などを紹介しました。また当院 DMAT メンバーの協力を得て、胸骨圧迫や自動体外式除細
動器（AED）の使い方を体験してもらいました。胸骨圧迫は『アンパンマンのマーチ』に合わせ
てリズムよくできていました。高校生の真剣な表情を見て、こちらも力が入り、一緒なって楽しい
ひと時を過ごすことができました。今後、さらに看護師の役割は拡大することが予測されます。「看
護師は身体と心をサポートする専門職です。いつの日か高校生の皆さんと一緒に働けることを心
よりお待ちしています。」という熱いメッセージを送りました。

6 月 6 日愛媛新聞に
掲載されました。

当院では毎年市内の高校生を招いて、「オープンホスピタル」を開催しています。
今年は８月５日（火）に予定しており、８回目となります。
病院内をぐるっと見学し、さまざまな職種よりプレゼンテーションあり、体験あり、
合同昼食会では病院食を食べてもらっています。最後に修了証もお渡ししています。
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特

〜院内研修だより〜

新規採用者オリエンテーション
看護部教育委員会
輸液ポンプ・シリンジポンプの使用方法について

輸液ポンプ・シリンジポンプの使用方法に
ついて学びました。

トラブルの対処法では、 閉塞アラームの
対応・気泡混入時の対応について学びました。

寝衣交換・シーツ交換について
新規採用者オリエンテーションが終了しました。
新人さんたちの技術訓練、緊張しながらみんな
真剣に取り組みました。
採血・点滴の患者さん役の皆様ご協力ありがと
うございました。
今回は、技術訓練風景を一部紹介します。
プリセプターはじめ職場のみなさんのご指導・ご
支援よろしくお願いします。

採血・筋肉注射・皮下注射・静脈注射について

少し…緊張…

リフレッシュでアロマもしました
（5）

集2

新任職員のご紹介

【平成25年12月〜平成26年5月採用】
【氏名】：中 屋
豊
【職種】：副院長（内科部長）
【趣味】：水泳・サイクリング
【自己 PR】糖尿病、脂質異常症、高血圧などと
心臓病の関連を研究してきました。脳卒中、心
筋梗塞にならないようにを目指して、これらの
疾患の管理を行いたいと思っています。
また、
入院患者の栄養管理を行うことで、病気の回
復を助けたいと思っています。

【氏名】：仙 崎 智 一
【職種】：泌尿器科医師
【趣味】：読 書
【自己 PR】今年で経験年 14 年目になる泌
尿器科医です。2010 年 4 月から 2011 年
6 月まで当院に在籍しておりました。当時と比
べ、手術件数や透析ベッド数など増加してお
り、一層頑張らねばと考えております。
どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

【氏名】：後 藤
仁
【職種】：整形外科医師
【趣味】：釣り・野球
【自己 PR】4 月より勤務させていただくこと
になりました。地域の医療に貢献できるように
頑張りたいと思いますので、お困りのことが
ありましたら気軽にご相談ください。
よろしく
お願い致します。

【氏名】：大 道 泰 之
【職種】：整形外科医師
【趣味】：マラソン・自転車・登山
【自己 PR】4 月からお世話になることになり
ました。運動することが好きというのもあり、
整形外科医を目指すようになりました。四国
中央美の医療に貢献できればと思います。
よ
ろしくお願いします。

【氏名】：阿 部 彰 子
【職種】：産婦人科医師
【趣味】：美味しいコーヒーを飲むこと
【自己 PR】医師 12 年目になります。4 月か
ら勤務させて頂くことになりました。徳島生ま
れの徳島育ちで、愛媛は初めてです。早く皆
様となじめるように頑張りたいと思います。
ど
うぞ、
よろしくお願い致します。

【氏名】：東 元 あゆか
【職種】：産婦人科医師
【趣味】：ゴルフ・ダイビング
【自己 PR】4 月からお世話になります。患者
さんが安心して相談できる診療を心がけてい
ます。
よろしくお願いします。

【氏名】：藤 岡 智 仁
【職種】：小児科医師
【趣味】：なし
【自己 PR】発達障害診療に取り組み、発達障
害を抱えるお子さんやご家族が笑顔ですごせ
るお手伝いをしていきたいと考えております。
よろしくお願いします。

【氏名】：川 村 朋 子
【職種】：栄養士
【趣味】：ショッピング・観劇
【自己 PR】3 月から勤務させていただきます。
少しでも早く仕事を覚え、また沢山の経験を
つんで一生懸命頑張りたいと思います。
どう
ぞよろしくお願いします。

【氏名】：星 川 仁 美
【職種】：薬剤師
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】4 月から勤務させていただくこと
になりました。病院での業務は初めてですが、
早く仕事を覚え皆様のお役に立てるよう、前
向きにがんばっていきたいと思います。
どうぞ
よろしくお願い致します。

【氏名】：矢 野 勝 之
【職種】：薬剤師
【趣味】：柔 道
【自己 PR】4 月から勤務させて頂くことにな
りました。新社会人として、薬剤師として多く
の不安と期待がありますが、一人前の薬剤師
となり地域と皆様に信頼していただけるよう
精いっぱい努力しますので、どうぞ宜しくお願
いします。

【氏名】：篠 澤 めぐみ
【職種】：助産師
【趣味】：よく食べ、
よく寝ます
【自己 PR】4 月から、新人助産師として勤務
させて頂くことになりました。いつも明るく、
元気で、前向きな助産師として、頑張りたいで
す。
よろしくお願いします。

【氏名】：福戸山 千尋
【職種】：助産師
【趣味】：バレエ・ダンス
【自己 PR】この度、4 月から新人助産師とし
て勤務させて頂くことになりました。母子や家
族に安心、安全で思いに寄り添った助産ケア
を提供できるよう精一杯頑張ります。皆様どう
ぞ宜しくお願い致します。
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新任職員のご紹介
【氏名】：本 田 美 和
【職種】：助産師
【趣味】：旅 行
【自己 PR】4 月から勤務させていただくこと
になりました。少しでも皆様のお役に立てるよ
う、一生懸命頑張りたいと思います。
どうぞよ
ろしくお願い致します。

【氏名】：瀬 分 三奈子
【職種】：助産師
【趣味】：読書・旅行
【自己 PR】4 月から勤務させて頂くことにな
りました。出産・育児の為、2 年のブランクが
ありますが、また助産師として働き始めること
を嬉しく思っています。
どうぞよろしくお願い
致します。

【氏名】：合 田 房 枝
【職種】：看護師
【趣味】：旅 行
【自己 PR】12 月から勤務することになりまし
た。慣れるまでは皆様にはご迷惑をおかけす
ることもあると思いますが、1 日でも早く慣れ
る様頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致し
ます。

【氏名】：河 村 霄 子
【職種】：看護師（医療センター）
【趣味】：ガーデニング
【自己 PR】三島医療センターにおいて、宿直
業務を担当させて頂きます。スタッフの皆様
にご指導いただきながら早く仕事に慣れて少
しでもお役にたてるように努力してまいりま
す。宜しくお願い致します。

【氏名：菰 田 仁 美
【職種】：看護師
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】1 月より看護師として勤務させて
頂くことになりました。経験も浅く、みなさま
にご迷惑をおかけすることもあると思います
が、一生懸命頑張っていきたいと思います。
よ
ろしくおねがいします。

【氏名】：菅 野 志 帆
【職種】：看護師
【趣味】：お菓子作り
【自己 PR】3 月から勤務させて頂くことにな
りました。患者様が安心して医療・看護が受
けられるよう、一生懸命努めて参りたいと思
います。
どうぞよろしくお願い致します。

【氏名】：宮 内 博 美
【職種】：看護師
【趣味】：テニス・スポーツ観戦
【自己 PR】4 月から新人看護師として勤務さ
せていただくことになりました。患者様・ご家
族の心に寄り添う看護を実践できるように頑
張ります。宜しくお願いします。

【氏名】：白 川 幸 歩
【職種】：看護師
【趣味】：散歩・旅行
【自己 PR】4 月から新人看護師として勤務さ
せていただくことになりました。新しい環境に
不安や緊張はありますが、患者様やご家族の
皆様の力になれるようにしていきたいと思い
ます。常に向上心を持って明るく一生懸命にが
んばりますので、
よろしくお願いいたします。

【氏名】：川 村 あゆみ
【職種】：看護師
【趣味】：うどん屋めぐり
【自己 PR】昨年、四国中央市に引っ越し、4 月
より勤務することになりました。
環境にも仕事にも 1 日でも早く慣れるよう努
力していきたいと思います。
どうぞよろしくお
願い致します。

【氏名】：松 本 悦 子
【職種】：看護師
【趣味】：旅 行
【自己 PR】人生経験は長いのですが、愛媛県
で暮らすのは初めてです。今は近辺を探索し
ています。手芸が好きなので水引細工を習得
したいです。明るく、気配りを忘れず頑張りま
す。
よろしくお願い致します。

【氏名】：鰆 目
環
【職種】：看護補助
【趣味】：部屋の清掃・ＤＶＤ鑑賞
【自己 PR】平成 26 年 1 月から勤務させて
頂くことになりました。病院での仕事は初めて
で、慣れるまで迷惑をおかけする事もあると
思いますが、顔パっていきたいと思います。
よ
ろしくお願いします。

【氏名】：石 原 ひとみ
【職種】：看護補助
【趣味】：子供の野球観戦
【自己 PR】2 月から勤務させて頂くことにな
りました。一から学ぶこととなりますので、少し
不安もありますが、常に向上心と明るさを
持って頑張りたいと思っています。
どうぞ宜し
くお願い致します。

【氏名】：高 津 有 美
【職種】：看護補助
【趣味】：ショッピング・散歩
【自己 PR】4 月から看護助手として勤務させ
て頂くことになりました。慣れないことで皆さ
んにご迷惑をおかけするかと思いますが、早
く業務を覚えみなさんの役に立てるよう笑顔
でがんばりたいと思います。
どうぞ宜しくお願
いします。

【氏名】：洲 崎 文 佳
【職種】：看護補助
【趣味】：料理・ガーデニング
【自己 PR】4 月から勤務させて頂くことにな
りました。医療器材の洗浄や滅菌等を行って
まいります。患者様に安心・安全な医療を提
供できますよう、日々努力してまいりますの
で、
どうぞ宜しくお願い致します。
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【氏名】：井 川 玲 奈
【職種】：看護補助
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】地元で働けることを嬉しく思いま
す。安全・安楽な看護が出来るよう一生懸命
頑張っていきたいです。
よろしくお願いいたし
ます。

【氏名】：石 川 雅 人
【職種】：看護補助
【趣味】：スポーツ
【自己 PR】4 月から勤務させて頂くことにな
りました。新しい環境に不安もありますが、何
事にも一生懸命取り組んでいきたいと思いま
す。
また、知識や技術を身につけ、頑張ってい
きたいと思います。
よろしくお願い致します。

【氏名】：宇 高 ゆかり
【職種】：外来補助
【趣味】：旅 行
【自己 PR】12 月から勤務させて頂くことに
なりました。病院でのお仕事は初めてですが、
早く仕事を覚えて皆様のお役に立てるよう頑
張っていきたいと思っています。
どうぞよろし
くお願い致します。

【氏名】：真 鍋 めぐみ
【職種】：事務職
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】12 月から勤務させていただくこ
とになりました。
ご迷惑をおかけすることもあ
るかと思いますが、早く仕事を覚え、皆様のお
役に立てるよう、一生懸命頑張ります。宜しく
お願い致します。

【氏名】：宇 田 敏 彦
【職種】：事務職
【趣味】
：スキューバダイビング・スノーボード・
読書・旅行・スポーツ観戦・家の間取りを
見ること・温泉・他多数
【自己 PR】
3 月より勤務させて頂くこととなりました。
この街で生まれ育ち、この街を出て学び経験してきたこ
とを、この街で生かし皆様に少しでも貢献していければ
と思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

【氏名】：喜 井 佳 代
【職種】：事務職
【趣味】：ショッピング・ドラマ鑑賞
【自己 PR】12 月から勤務させていただくこ
とになりました。分からない事ばかりですが、
早く仕事を覚えられるように頑張っていきた
いと思います。
どうぞよろしくお願い致しま
す。

【氏名】：尾 崎 美 香
【職種】：事務職
【趣味】：ドラマ鑑賞
【自己 PR】日々向上心を持って明るく元気に
頑張りたいと思います。いろいろご迷惑をお
かけすると思いますが、どうぞよろしくお願い
します。

【氏名】：鈴 木
尉
【職種】：保全係員
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】4 月から勤務させて頂くことにな
りました。新しい環境に早く慣れ、病院スタッ
フの皆様が働きやすく、患者様が過ごしやす
い環境を提供できればと考えております。
どう
ぞよろしくお願い致します。

【氏名】：尾 藤 里 香
【職種】：洗濯業務
【趣味】：ショッピング
【自己 PR】3 月から勤務させていただくこと
になりました。少しでも早く業務内容を覚え
て、皆様のお役に立てるように頑張っていき
たいと思います。
どうぞよろしくお願い致しま
す。

【氏名】：浅 野 留美子
【職種】：調理師（医療センター）
【趣味】：音楽鑑賞
【自己 PR】引き続き、ここで 12 月から給食
調理させていただくことになりました。
これか
らもおいしい食事が出せる様、努力していき
たいと思いますので、よろしくお願い致しま
す。

【氏名】：大 山 依 里
【職種】：調理師（医療センター）
【趣味】：ドライブ
【自己 PR】患者さんに美味しいと言ってもら
える食事を作っていきたいと思います。
よろし
くお願いします。

前号から今回までの発刊期間が長くなり、新任紹介
に多くの紙面を割くことになりました。多くの新任の方
を紹介していますが、諸事情により紹介できていない職
員もおられます。
ご了承ください。
定期的な発刊により、
より多く、
より充実した記事を掲
載していきますので、
これからも宜しくお願い致します。

■編集後記
今年度も多くの新任職員を迎えてスタートし、早くも３ケ月が過ぎました。
「しこく」５４号はその新人紹介記事がほとんどです。縁あって一緒に働くことになった皆
さま、この地の医療のためにそれぞれの部署で共に頑張りましょう。
（濵田

信一）

転用、転載等をご希望の場合には事前に御連絡ください。

