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 新年特別企画  

医務部 

院長 大西 英之 

石の上にも３年。当院も今年で満３年を迎えます。

病院機能評価を受審し、次の段階へのステップ・ア

ップの為の礎の年にしたいと思います。 

副院長 西川 方夫 

今年は病院機能評価の取得に全力投球すること。個

人的には健康な一年を過ごすこと。 

物部 健彦 

「院内書式・マニュアル類その他一切の文書の Web

化、病院機能評価に向けての準備」 

「医局勤務マニュアルの整備、学会誌・商業誌等定

期刊行物のデータベース化」 

鎌田 喜敬 

安全第一、健康第一、よく遊びよく働けで行きたい

と思います。今年もよろしくお願い致します。 

中嶋 千也 

日々精進。今年もよろしくお願いします。 

高倉 周司 

あすありと おもうこころのあだざくら  

よはにあらしの ふかむものかは 

金 哲石 

血栓溶解、心エコーの技術を手に入れる。食べ物に

気を付け、運動を心がける取り組めることから何で

も取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

今年も一年頑張りましょう！！ 

看護部 

看護部長 金川 雅子 

今年は開院 3 年目の正念場。基礎作りの総仕上げの

年でもあり、機能評価取得の年でもあります。機能

評価は正に総仕上げにふさわしい課題と考えます。

また、看護部におきましては、病院理念に基く看護

部理念「生命の尊厳と患者様の人権を守り、常に患

者様の立場に立った看護を実践する」のもと、以下

の如く平成 15 年度目標を掲げました。 

１．専門的知識・技術の向上 

２．魅力ある働きやすい職場作り 

３．患者サービスの向上 

４．医療事故防止 

これに従って、各部署・委員会においてより具体的

に取り組んで参ります。 

私的には、何をおいても健康に留意していきたいと

考えておりますが、まず足への負担軽減からはじめ

たいと思います。 

看護部一同、心をひとつにみんなの力を結集して参

ります。今年もよろしくお願いいたします。 



看護部 2 階病棟 

看護師長 木村 ひとみ 

体力の衰えを感じる今日この頃。今年は健康に注意

します。食べ過ぎない！飲みすぎない！ 

太らない！！ 
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主任 近藤 明子 

・ 何か資格を取る 

・ 穏やかにすごす 

・ 時候の便りを出す。 

主任 米田 芳子 

余裕を持って上品に！ 

 

 

森本 麻美 

家庭と仕事を両立し、急性期の第一線で働く。 

長尾 純子 

今年の目標は母になることです。後はイライラせず

ゆとりを持って日常生活を送り夫婦喧嘩を減らして

行きたいと思います。 

青木 ルミ 

ミスをなくし、穏やかに接していく 

永田 奈津紀 

・ 今年こそは貯金をしたいと思います。 

・ 病気や怪我をせず同じ職場の皆様に迷惑がかか

らない様に、体調を整えたいと思います。 

宮下 久美代 

毎日が時間に追われている状態で一人一人の患者さ

んに合った介護が出来ませんが少しずつでも出来る

ように心掛け、また看護師さんとのコミュニケーシ

ョンを大事にして行きたいと思っています。 

宮永 冨美 

2 月で２年目になります。まだまだ行き届かない所

ばかりですが、患者さんに楽しくお食事をしていた

だいたり、気持ちよく安全に入浴して頂けるよう心

掛けたいと思います。 

大塚 愛子 

今年こそダイエットするぞ！勿論看護師として知識

を深めていくぞ！ 

中川 協子 

幸せになる 

荒木 亜希 

失敗を少なくする。遅刻をしない。 

日下 恵 

今年は褥瘡予防と嚥下訓練（口腔ケア）に力を入れ

てみたい。 

高野 美香 

今年こそ親になる 

山田 恭子 

今年の目標は、単純ミスをなくす、健康に気を付け

て 1 年フルに働けるようにする。 

阿部 とみ子 

相手の気持ちになり、誰にでも好かれ接して行く事

を大切に何処まで持続できるかが私自身の今回の目

標です。でも忘れることなくいつも出来ることは笑

顔と優しさで接すること、今はそんな気持ちで頑張

りたいと思います。 

小廣川 きよ子 

師長を始め看護師の足を引っ張らないように前向き

に協力して行き、私の欠点として早とちりをしてし

まう所が有りますので今年は気をつけて頑張りたい

と思います。 

看護部 ３階病棟 

看護師長 上原 かおる 

自分自身のキャリアアップを図ると共に充実感を感

じられる仕事をしていきたい。また 3 階病棟を生き

生きした活気のある病棟にしていきたい。 

主任 川村 佐智 

専門職としての自覚と責任を持ち、患者様と共に考

え自立はの援助が出来るように努力していきたいと

思います。また、視野を広げ、自分の持っている知

識を生かして指導できるようにしていきたいと思い

ます。 

岡田 菜摘 

今年は 2 年目になるので、責任感のある一人前の看

護師になる。そのために日々努力する気持ちを持っ

て働く。 

池原 仁子 

4 月から準看学校に通うので、仕事と学校、更には

家庭の方も頑張って両立させたいと思っています。 

 



加藤 真理子 

今年の抱負は、勉強会などには、なるべく参加して

自分自身の看護と看護技術の向上を目指して頑張り

たいと思います。 

河野 清子 

訴えの多い患者との関わりを通して考えさせらたこ

とから、今年は自分本位の一方的な関わりではなく

相手の立場になって考えること、相手を理解しよう

と努力することを目標にしたい。 

浦川 佳子 

病態を理解し、疾患別看護が出来る。個別看護が出

来る。 

山中 香 

疾患を理解し疾患に合った観察をしていく。 

種村 衣里子 

・ 事故を起こさないように、行動を振り返り確認し

ていく。 

・ 一人一人の患者様に、少しでも多く関わり接して

いく。 

杉岡 佳代 
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専門的知識を身につけ、関連性を持った看護が提供

できる。また、個別性を考え患者、家族に指導が出

来る。 

 

宮脇 満花 

業務をこなすだけでなく、 

個別性のある看護を行える 

よう努力する。 

 

 

飯島 啓恵 

常に向上心を持ち、 

愛情を持って看護に当たれるようにする。 

森崎 絢子 

今年の私の抱負は時間をかけてでも知識と技術を高

め患者への看護をより意味のあるものにしたい。身

体的看護だけでなく精神的看護にも努められるよう

患者様とのコミュニケーションを増やして行きたい 

重田 真澄 

この病院で働き始めて 3 ヶ月が経とうとしています、

まだまだ慣れない事や分からないことが沢山ありま

すが努力していきます。また実習の年でもあるので、

無事卒業出来るように、国家試験に合格できるよう

に頑張ります。 

屋田 澄子 

仕事を一つ一つ丁寧に確実に行うようにしたいと思

います。それと、常に前向きに考える看護「何故、

どうして、どうなるのか」少しずつ、勉強をいろん

な方面にしたいと思います。例えば CT や検査他何

が考えられるのか。 

森田 末子 

今患者さんに何が必要なのか判断でき、報告・処置・

計画立案が出来るようになること。相手に言葉で表

現することが苦手なので、出来るようになること。 

松本 淳 

現在業務に追われて患者様のケアや離床への手助け

が出来ていないので時間を作りながら患者さんに関

わって行きたい。 

井上 小夜美 

今年は、勉強会に出来るだけ参加し情報を得て、患

者様の看護をすると共に、自分自身を専門的に向上

させて行きたい。 

看護部 手術室・中材・外来 

看護師長 布野 恵美子 

あせらず、苛立たず、「ゆとり」を持つ。 

石井 義秀 

アンギオ用抑制具を改良して完成させます。 

大山 延枝 

1 つ 1 つの行動をていねいに、確実に。 

古藤 貴子 

今年は、規則正しい生活を送り、自己管理に努める

こと。 

川添 純子 

気持ちにゆとりを持って仕事に取り組む。 

谷 ひとみ 

何事にもめげず、自分の持っている物を発揮し学べ

る物すべてを吸収したい。 

谷水 房子 

何事も確認をおこたらない様にする。 

満尾 京子 

心身共にゆとりをもちたい。 



寺田 裕子 

健康管理に留意する。外来患者様にゆとりをもって

接するように努力したい。 

川本 喜代子 

中材に起因する院内感染ゼロ運動 

金崎 順子 

確実に、そしてていねいに仕事をしていきたい。 

度會  さやか 

患者様に思いやりを持って対応する。 

長谷川 由香 

患者様の立場になって行動をとるようにする。 

中村 知代 
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患者様に対して、笑顔で接 

するようにがんばります。 

長谷川 美紀 

勉強と勤務の両立！ 

 

 

薬剤部  

薬剤部長 堀内 喜美恵 

「基本に忠実に」をモットーに下記の事項に努力し

たい 

・ 医療事故の発生を未然に防ぐ 

・ 医薬品の適正管理と安全性の確保 

増永 順子 

原点に戻りヒヤリ・ハットに取り組みたい。対策の

解析が当事者のみに留まらず、点から線、線から面

へと進展し医療過誤防止の一環を担えれば幸甚に思

う。これは日夜薬剤部においても憂慮の対象である。 

近藤 亜希子 

パソコン等の機械操作に強くなり、仕事内容の充実

を図る。 

医療技術部 臨床検査科 

樽井 裕子 

専門知識の向上を目指し、日々努力し、検査科の歴

史を築けるよう頑張って参ります。今年も宜しくお

願い致します。 

草場 麻由 

日常業務の専門性を維持するのみでなく、それを発

展させるために色々なことに参加し、更に知識を高

めることに努力する。 

西田 知美 

今年は、専門分野の知識と技術を、より一層深め、

他の検査の技術向上も目指し、患者様に迅速に且つ

丁寧な検査をしていきたいです。 

岡田 陽子 

専門性の向上のみでなく、幅広い知識を吸収できる

ように努力していきます。 

医療技術部 放射線科 

主任 位部 清一郎 

明けましておめでとうございます。本年度も頑張り

ますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

佐藤 直隆 

今年は確実な仕事を目指し頑張っていくつもりです。

また人のふり見て我がふり直せ「採・長・補・短」

で自分に磨きをかけていきたいです。成せば成

る・・・ 

戸川 憲二 

今年は昨年の反省をふまえつつ少しずつでも確実に

自分を向上させて行きたいと思います、その為には

もっと勉強しなければ・・・・。 

橋本 真輔 

今年は二年間でなれた業務を 1 つずつ見直し、もう

一度基本に忠実にと言うことを念頭に置き取り組ん

で行きたいです。「迅速かつ正確に・・・」 

医療技術部 栄養管理科 

主任 森川 香 

今年は集団栄養指導に取り組みたいと思います。「お

もいっきり」「あるある」に負けないぞ!!  

後藤 真弓 

このたび厨房で働くことになりました。新しい仕事

に早く慣れるよう頑張ります。 

東田 万里子 

縁の下の力持ちのように見えない心配りを大切にし

たいと思っています。 

 



5 

高畑 佳奈美 

私の抱負は管理栄養士の資格をとることです。今、

私は栄養士という資格はあるのですが、今よりもﾚﾍﾞ

ﾙｱｯﾌﾟできる資格なので、簡単には受かるものではな

いのですが、気合を入れて勉強し続けていきます。 

康乗 真巳 

季節の食材を取り入れ、患者様に四季を感じて頂け

るような食事をつくっていきたい。 

孕石 泰得 

今年一年は慎重に徹し、着実に業務を行なう事をモ

ットーに、基礎固めの最後の年である３年目を、周

囲の人たちに対する感謝の気持ちを日々忘れること

なく、すばらしい一年として締め括れるように頑張

っていきたいと思います。 

池田 光乃 

早いもので３度目の正月を迎え、今年は食材を生か

し、調理に一工夫し、患者様がひと箸口にし、おい

しい「食べる」喜び、明日への健康につなげる様努

力し、明るく笑み、厨房の和を大切に仕事に取り組

みたい。特に（衛生管理・整理・整頓） 

竹腰 吉宏 

今年は、タイムスケジュールに従い仕事をこなす。

什器備品の破損０を目標にする。 

高見 智子 

迅速かつていねいな仕事を心がける。見た目に美し

く盛り付けるように気を配り、患者様においしい食

事をしていただく。 

医療技術部 リハビリテーション科 

技師長 吉野 孝広 

とにかく！体調にだけは注意し、一年無事過ごせる

よう飲みすぎには注意します。 

山本 喜美雄 

体あっての仕事ですので、自己の健康管理をしっか

りしていきたいと思います。最近、ベスト体重より

7kg ほど増えているので、ダイエットを・・・ 

小栗 淳平 

プライベートでは、子供が産まれたので、親として

自覚を持ち、子育てに励みたい。仕事面では、理学

療法士として 4 年目を向かえるので、何か 1 つ研究

に取り組んでみたいと思う。 

主任 内藤 圭子 

当院で集めた臨床データを勉強会や研究会で発表す

るなど、院外に向けての活動をしようと思います。 

羽田 由紀 

入社 10 ヶ月になるので、今年はもう少し周りにも

目を配り、落ち着いて行動し、先生方の足手まとい

にならない様がんばりたいと思います。 

 

地域医療連絡・医療相談室 

今井 一子 

行動目標①できるだけ患者様の意向に沿う病院を探

すために他病院の情報収集、（入院案内等）②地域の

診療所、開業医の先生から紹介を得るために検査内

容や必要書類、事前準備、診療情報誌等のしおりを

作成する。 

事務部 総務課 

事務部長 植田 惇彦 

今年は大西脳神経外科病院に来て 2 年めとなります

ので、いっそう頑張って参ります。事務部は患者様

への奉仕の精神で今年も尽くして参ります。病院も

3f 年目となり、医業も順調に発展してきております

が、更にもの基盤を磐石なものとするために体制を

整備士確立に尽力致します。 

今年の最大の課題は「病院機能評価にうかる」事で

す。この一点に集中して一層頑張って参ります。個

人的には、健康で皆様と楽しく仕事ができれば、ハ

ッピィーです。今年は妬く 30 年ぶりにスキーに挑

戦します、新しい未来に向かって、残りの人生を有

意義に過ごしたく思っております。 

参与 岡田 淳也 

2 ヶ月で人に慣れた。これから 6 ヶ月で仕事に慣れ、

その次の 6 ヶ月で仕事で目立ち、そのまた先は仕事

以外で目立つ！ 

主任 梅木 

機能評価取得に向けて、皆さんのサポート役に徹し

ます。今年もよろしくお願いします。 

藤本 晶 

今年 1 年、健康に留意し、いつも心にゆとりを持つ

ように心がけていきたいです 



伊崎 弘美 
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入職して 1 年半になり、年間業務をひと通り経験す

ることができましたので、今年はより合理的且つ確

実に遂行できるよう、自分なりの工夫をして行きた

いと思います。 

中浜 由紀 

マイペースでこつこつと。 

 

 

事務部 医事課 

主任 岩城 富子 

・ 医事科全体の仕事に対する意識改革を行い、全体

の残業時間を必ず減らす。 

・ 待たせない受付応対をする。 

・ 公私のけじめをつける。 

前田 優実 

「平常心」「向上心」を忘れずに、今年一年も頑張り

ますのでよろしくお願い致します。 

佐藤 直子 

いつも前向きに目の前にある仕事を一つ一つこなし

ていく努力をしたいと思います。 

効率よく仕事をし、残業時間を減らしたい。 

前田 知佐代 

窓口業務について間が無く、患者様に笑顔で接する

余裕もありませんが、一日も速く患者様や職員の皆

様に迷惑を掛けることなく、スムーズに対応できる

様頑張りたいと思います。 

若松 慶子 

昨年は慣れない仕事で皆様にご迷惑を掛けましたの

で今年は１日も早く仕事を覚え、正確かつ迅速を心

がけ足を引っ張らないように頑張りたいと思います。 

小野 朱美 

より速く、正確でグレードアップした受付業務が出

来るよう、毎日パワー全快で頑張ります。 

吉田 佳世子 

自分なりの意見や感想が持てるように仕事は勿論、

読書や音楽、映画鑑賞などで自分自身を高めて行き

たいです。 

徳田 亜衣 

今年は、昨年以上にレセプトや自賠責についての勉

強や日々の業務を効率よく行なえるよう頑張りたい

と思います。 

事務部 守衛室 

河辺 宇一 

２年間健康に恵まれ仕事が順調に出来たこと。今年

も昨年以上に体に気を付けて、トラブル等がないよ

うに頑張って行きたいと思います。 

波々伯部 靖造 

健康で！元気に！本年も仕事が出来るよう、体力づ

くりに努力する。 

松島 勇 

病院も３年目に入りました。今年も電話及び接客マ

ナー等を守り、事故やトラブルの無い年にしたいと

思います。 

知加良 弘美 

1. 救急外来の方及び電話等の応対を親切かつてい

ねいにやっていくよう努力する。 

2. 自己の健康管理に注意を払い、同僚及び皆さんに

迷惑をかけない様努める。 

大西 政義 

採用され６ヶ月が経過し、とまどいながらの毎日で

あったが、どうにか業務、状況にも慣れ、これから

は健康に留意しながら、皆さんに喜んでいただける

存在感のある仕事に努めたいと思います。 

編集後記 

「ぶれいん」も第一号発刊から一年が経ち、今回で

第五号となりました、今後とも原稿依頼、写真撮影

などで職員の皆様にはご迷惑をおかけすると思いま

すが、暖かく見守っていただき、ご協力のほどよろ

しくお願い致します。      吉野 

 

 


