★ スタッフの新年の目標
小田代記念クリニック・事務長
椎畑 幸三
今年は年男と言われて“「エッ！俺もう四十八歳かよ！」立派な中
年親父です。確かに日に日に頭頂部はさみしくなり、腹は出てきて立
派なメタボリック症候群の予備軍になっていました。鏡に映った自分
はまさしく「かごいま人間」
（笑）立派な”よこばいのこじっくい“で
す。精神面は全く進歩しておらず、体型は減退まっしぐらです。この
年齢になるとやはり健康に気を使い昨年の二月から禁煙しました。で
もどうしても止められないのが夜の晩酌。寝る直前までダラダラ飲ん
で食べているので毎晩満腹状態で床につきます。いかん、いかんと毎
日反省して寝ています。よし、まず今年の目標は「ダイエット」さて
ど う いう 内容 でダ イエ ッ トす るか は“ 飲ん で から じっ くり 考え よ う
（笑）次に仕事と余暇について・・・。仕事はなるべく楽しくする。
問題は早めに片付ける。仕事を溜めない。休みにまで仕事のことを引
きずらない。休日はひと月一回のバイクの試合（トライアル）には必
ず出場すること。最近もう一つ覚えた趣味の「釣り」、その中でもエ
ギングのイカ釣りにハマッてます。今のところ釣果は道具代のほうが
上回ってますが。手軽に出来るので結構楽しいですよ。釣れた魚やイ
カで焼酎がうまいのなんの って 「止 めら れませ～ん 。」（い かんいか
ん、またデブまっしぐら）まあともかく何に対しても無理をしすぎな
いように無事に一年過ごし、忘年会の頃「今年も充実して楽しく過ご
せたな～」と振り返りつつ、おいしい焼酎を飲みたいものです。
小田代記念クリニック
弓指 尚美
今年も家族無事に新年を迎えることができ、うれしく思っていま
す。年々、一週間、一ヶ月、一年がとても早く感じるようになりまし
た。昨年もあっという間でした。私が小さい頃よく母が「年をとると
年
1が早い」と言っていました。私はよく意味が分からなかったので
すが、ここ二、三年でとてもよく分かってきました。自分では何も変
わらないつもりでも、しっかり年をとっていると実感しています。昨
年、新年の抱負に「何か趣味をみつける」と書きましたが、結局みつ
からず、いや、見つけようとせず、何となく一年過ごしたような気が
します。今年は①乳癌検診を受ける②今出来ることは今する。後回し
にしない！③一年放置している作りかけのバスケットを完成させる。
以上（まだいろいろあるのですが、これ位にしておきます。）目標達
成できるよう、今年こそ頑張ります。
放射線科主任
里中 洋一
皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年は、当院に入職し十三年目が過ぎようとしています。
医療は目覚しい進歩・発展があり、それに乗り遅れないよう頑張って
きたつもりですが、自分自身未だに納得はしていません。
更なる努力をし、これからもより良い医療提供できるように頑張り
たいと思います。
病棟看護師
平石 恵美
新年明けましておめでとうございます。
昨年、病棟では新しく受け持ち看護制とし、看護計画を作成し評価を
しています。現状はまだ、机上の部分が大きく実際の看護に反映され
ていないところもあります。今年は、患者様へよりよい看護が提供で
きるようにレベルアップしていきたいと思います。
そのために私自身もっと周囲を見渡せる人間になりたいと思いま
す。ほかのスタッフがどのように考え、どのように行動し感じている
かを感じ取り、みんなが つ
1の目標に向かって進めるような行動が
できるように努力していきたいと思います。
検査部主任
関野 広幸
また一年が始まりました。今年は年男です。人生半分以上？過ぎた
けれど、まだ半分近くあるわけなので毎日を楽しく明るく過ごしたい
ものです。そして年齢よりも若々しくありた～い。今年の目標・・・。
一、今年も無遅刻、無欠勤。二、夜中のラーメンを控える。三、今年
こそは、愛犬「ウインク」に夜中に帰宅しても思いっきり吠えないよ
うに指導をする。（夜中に帰宅しなければすむことだけれど・・・）

病棟主任
船田 恭子
はじめまして。病棟主任の船田恭子です。病棟には主任が二人いて、私
は主に二階を担当しています。
主任としては師長の補佐をし、患者様が安全・安楽に入院生活を過ごせ
る気を配っていきたいです。そして、スタッフ一人一人が同じ看護ができ
るよう、人材育成に力を入れていくようにします。よろしくお願い致しま
す。
病棟主任
吉永 里美
今年は昨年に引き続き病棟内での委員会を充実させみんなで切磋琢磨し
ながら患者様へより良い看護の提供、スタッフ間でも業務しやすくなるよ
う努力できたらいいなと思います。
個人としては、常に向上心をもってどんな環境でも自分を見失うことな
く平常心を心がける。また今年は何らかの資格に挑戦してみたいと思って
おります。
理学療法科
久保 こずえ
昨年は、業務に慣れるのに精一杯でしたが、今年は余裕を持って業務に
取り組めるように頑張りたいと思います。
理学療法科
山方 進一
昨年は入社したばかりで職員並びに患者様にも大変ご迷惑をおかけしま
した。今年は年男です。小さなことを見落とさず猪突猛進頑張ります。
事務課主任
厚地 誠
昨年は大した病気・ケガなく一年を過ごすことができました。
今 年 も病 気・ ケガ なく、 も う少 し家 庭を 大切に し てい きた いと 思って い
ます。 昨年 を振 り返 る と私自 身、 家庭 ほっ た らかし で、 休日 は朝 か らテニ
ス漬けでした。 毎(年のことですが ･･･)
その実績を評価され？昨年十二月、若干名の強い要望により、急きょ『テ
ニス同 好会 』を 発足 、 今年よ り本 格始 動（ 指 導）す る運 びと なり ま した。
メンバ ーの レベ ルは ま だまだ 未知 数で す。 将 来の日 本を 担う プレ ー ヤーが
でてく ると 信じ てい ま す。と りあ えず の同 好 会の目 標と して 、楽 し く、ケ
ガなく運動不足の解消、月二回程度の練習 し(ごき・特訓あり 、今
) 秋予定の
職域対 抗戦 に玉 砕覚 悟 で出場 する など 、目 標 達成に むけ て頑 張っ て いきた
いと思います。
薬剤師 川村 秀子
医療サービスへ貢献するには、どうすればいいのか毎日が暗中模索の
日々で す。 人生 体験 以 外の切 り札 を持 たず 、 臨床の 知識 や経 験の 不 足を痛
感しています。ひたすら、自己研鑽あるのみです。
栄養課主任 稲留 イト子
元旦に 初め て母 を我 が 家に迎 え、 お正 月を 祝 いまし た。 昨年 まで は 実家に
行き、 お正 月料 理を あ りがた く頂 くの みで し たが、 料理 を作 るこ と がおっ
くうに なっ た由 母 の 手料理 が食 べら れな く なった 寂 しさ と、 こ の年齢
まで甘 えら れて いた こ とへの 感謝 で複 雑な 気 持ちで した 。今 年は 介 護の年
に入っ たの かな と思 っ ていま す。 時間 も取 れ そうで すし 親孝 行を せ ねばと
考えています。
医事課・課長 榎木 浩二
今年は 、イ ノシ シ年 の ようで す。 昨年 は、 イ ノシシ 年で もな いの に 夜な夜
な山よ り下 りて 来て 農 家の田 畑を 荒ら し回 っ ている との ニュ ース が 幾度と
なく聞 かれ まし た。 イ ノシシ は食 意地 が張 っ ている のか 雑食 で、 そ の割に
は学習 能力 が有 り簡 単 には人 間の 罠に はか か らない とか 。私 もイ ノ シシを
見習いたいものだと感心しています。（何故でしょう？）
俗に、イノシシは〝猪突猛進〟と言われていますが、今の時代の流れとしま
して医療改革もイノシシの如く人を困惑させつつ猛発進している現状で
す。私は残念ながらヒツジ年なので穏やかな人間です？ そんな私も時代の
変化に 取り 残さ れる 事 無く牛 歩と まで は言 わ ずとも 一歩 二歩 を確 実 に踏み
しめて行こうと思います。
皆さん イ! ノシシ？ ウシ？ 是非ヒツジに付いて来て下さい。

