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医師紹介──１ 

中川誠 
　27年７月から勤務させていただ
いている中川誠です。業務としては、
読影、検診、初診を中心とした外来
を担当させていただいており、病院
内では外来にいることがほとんどで
す。簡単に自己紹介をさせていただ
きます。 
　出身は、合併前の玖珂町で小・中
学校を過ごしたのち、岩国高校に進
学しました。その後、九州大学に進
学し、平成四年に卒業後そのまま九
州大学の放射線科に入局しました。 
　主な勤務地は、福岡平成・北九州・
久留米・唐津・徳島の病院で放射線
科医としての業務を担当していまし
た。大学では、核医学部門でPETに
ついて研究を行ってきました。近郊
でも徳山や広島で“PET検診でがん
を早期に発見しましょう”という病
院もあるので、受けられた方もある
かもしれません。 
　今回、親の介護の問題などがあり、
実家のある岩国市に戻ってきました。
家の都合もあり、現状では非常勤医
師として勤務させていただいていま
す。 
　岩国病院の印象としては、建物は
年季が感じられますが、スタッフ・
患者様ともに若々しい方が多く、活
気のある病院と感じています。また、
最近では産科を扱う病院も少ないと
聞きますので、その意味でも貴重な
病院と思います。 
　画像診断が専門ですが、他の業務
に関しても、
徐々に慣れて
いきたいと思
いますので、
今後ともよろ
しくお願いい
たします。

いいぶ
Iryohojin Iwakuni Byoin

香口(かぐち)ラハマン先生はバング
ラディシュ出身の医師で、現在、岩
国病院にほぼ毎週、土曜日に来てお
られます。前号の自己紹介の後編を
お送りします。 

　私の故郷ピルガゾン村は、首都ダッ
カから約400キロ南西、インド国境
の農村部にあります。村の人口は約
5千人、殆どが農家です。私はこの
村に生まれ、村のピルガゾン小学校
に通い、卒業後３キロ離れた高校に
通いました。当時、今のような道路
整備はなく、村に電気もありません
でした。私は灯油のランプの光で勉
強していました。高校卒業後はバン
グラディシュの北西部にあるラズシャ
ヒ大学医学部を卒業しました。 
　ピルガゾン村にきれいな飲み水は
なく、村人は池水か井戸水を使用し
ていて、水感染疾患（赤痢、コレラ）
が多いです。村はもちろん、全国で
国民健康保険はありません。政府が
運営する病院で無料の治療を受ける
ことはできますが、村から病院は遠
く、簡単に通うことはできません。

そのため今私達はピルガゾン村に診
療所を建設しています。 
　バングラディシュの大都市と違っ
て、ピルガゾン村のような村では女
性は昔と同じ子育て、家事などで一
日家の中で過ごし、外に出る機会は
殆どありません。村には以前より学
校に通う子どもは多いですが、貧乏
な家庭では未だ学校へ行かず、畑を
手伝う姿も見られます。村の子ども、
女性達のためピルガゾン小学校の隣
に、日本の民間協力で2002年に
Japan Bangladesh Library（日本
バングラディシュ図書館）を設立す
ることができました。今、村の学校
の子ども達はもちろん、大人たちも
自由に本や新聞を読んでいます。 
　次の目標、ピルガゾン村の診療所
設立のためにこれからも努力してい
きたいと思います。 
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川下保育園児たちが　
プランドール錦見訪問 

　敬老の日を前に平成27年9月7日
（月）10：30～11：30、川下保育
園の園児達がプランドール錦見へ遊び
に来てくれました。 
　「おじいちゃん、おばあちゃん、こ
んにちは」園児達の元気な挨拶から始
まり、可愛い歌声で「にじ」を歌って
くれました。入居者様も良く知ってい
る歌を一緒に歌ったり、歌にあわせて
入居者様の肩を小さな手でマッサージ
してもらい、入居者の皆さん始終笑顔
でした。 
　最後に園児達が鳴子を使った元気な
踊りを披露し、その後入居者様へ敬老
の日のプレゼントをいただき、入居者
の中には涙を流し喜ばれている方もお
られました。 
　テレビや新聞などの取材も当日はこ
られており、夕食時には皆さん笑顔で
ニュースを見られ、今日は良い一日だっ
たとたくさん笑顔が見られました。 
　入居者の皆様が笑顔でより良い生活
ができるよう、今後もこのような素敵
な繋がりを続けていければと思います。
（岡ミユキ）

　平成26年11月1日にオープンし
たプランドール錦見ですが、無事に
一年を迎え、一周年記念行事を行い
ました。日ごろの感謝をこめて入居
者様とご家族様もご招待し、午前・
午後にわたって盛大に行いました。 

　この日は洋菓子や小物の出店を出
していただきました。　 
　プランドール錦見からは、職員手
作りのさつまいもスティックを販売
しました。 
　午前中はボランティア『山口民謡　
睦実会』さんによる三味線・尺八の
演奏と歌の上演です。昔なつかしい
メロディーに耳を傾け、メンバーの
中には外国の方もおられましたが日
本語で歌って会場を沸かせてくれま
した。 

　当日は行事食で、散らし寿司、天
ぷらなど皆さんがお好きなメニュー
ばかりで、舌鼓を打っておられまし
た。 
　午後はカラオケ同好会『荘寿会』
さんによる、歌と踊りの上演です。
歌「瞼の母」、お笑い安来節など、
芸達者な方々が会場を笑いに包んで
くれました。 
　最後は会場の皆さんと『きよしの
ズンドコ節』と『北国の春』の体操
でお開きとなりました。 
　当日まで、ボランティアさんや総
合支援学校さんにもご協力をいただ
き、皆さんに楽しい一日を過ごして
いただくことができました。今後も、
ご入居中の方にもこれから入居され
る方にも楽しい毎日を過ごしていた
だけるようお力添えができればと思っ
ております。（山近由加里）

プランドール錦見一周年記念行事が 
盛大に開催されました
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淺谷　愛里（沐浴） 
　整形外科をみつつ、産婦人科の業
務もすることがあるので覚えること
が多いですが、優しく教えてもらい
日々楽しく仕事をしています。 
　２歳になる娘もうりぼうの家でお
世話になっているので、親子で一緒
に成長していきたいです。 

浅野　三紀子（看護助手） 
　入職して半年が過ぎました。 
　私は学生時代、社会人、ママさん
チームでバレーボールをプレイして
いました。最近は、運動する事から
遠ざかっていたので、体力低下をく
いとめる為毎日かかさず腹筋をして
います。 
　動物も好きで13才の黒のラブラ
ドールを飼っています。この子に癒
されながら日々頑張っています。 
　病院に勤めるのは初めてで、とま
どいもありますが、一生懸命頑張り
ますので、皆さん、よろしくお願い
します。 

今村　優里（沐浴） 
　産科はいままで経験したことのな
い科なので、毎日が新しいことばか
りで、新鮮な気持ちで働いています。
自分にとって新しい世界ですが、先
輩たちが丁寧に指導してくださるの
で安心しています。 

　福岡出身ですので、山口の美味し
いものを知りたいです。 
　獺祭にちょっとはまっているとい
う話をしたら、「岩国には黒松も五
橋もあるよ! !」と言われました
（笑）。 
　皆さんも、これはという美味しい
もの情報があれば、ぜひ教えてくだ
さいね♪ 

大田　貴史（薬剤師） 
　入職して２か月が経ちました。 
　まだまだ慣れてなくてご迷惑をお
かけしています。 
　少しでも早く慣れて薬剤の安定供
給と正確な情報提供ができるよう頑
張っていきたいと思っています。 
　周南市出身です。血液型はA型で
すが、大雑把マイペースです。 
　得意なことは早起きで、苦手なこ
とは車の運転です。 
　よろしくお願いします。 

亀島　由紀乃（クラーク） 
　入職して３か月が経ちました。 
　まだまだ慣れないことばかりです
が、精一杯頑張ります。 
　なお、苦手なものはマヨネーズ。
大好きなのはチョコレートです。 
「さくさくパンダ」がマイブームな
んですよ。 

黒下 明子（沐浴） 
　昔、岩国病院の小児科を受診した
りしたことから始まり、岩国病院は
好きな病院でしたので、早く慣れる
ようがんばりたいと思っています。 
　スタッフが皆優しいので、よく教
えてくださり、感謝しております。 
　最近、Yahoo!ゲームの「くだもの
ロック」にハマってしまいました。 
　これからも、ご指導の程よろしく
お願いいたします。 

實平　貴子（産科外来） 
　産婦人科外来に平成27年2月より
配属になりました。 
　好きな事は旅行（温泉）です。よ
かったのが鹿児島県の指宿です。 
　砂蒸しと温泉がリラックスできて
気持ちがよかったので、機会があれ
ばぜひ行ってみて下さい。 

新入職者メッセージ特集
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住川　めぐみ（事務） 
　入職して半年たちました。まわり
の皆さんのサポートのおかげで、ど
うにか仕事を覚えられました。今後
は自分の仕事を確実にこなせるよう
に、がんばりたいと思います。 

髙川　治子（看護助手） 
　私は人と接することが好きで、患
者様や患者様の御家族とお話出来た
りする事に喜びを感じながら仕事を
させて頂いています。これからも、
職員の皆様の接遇を見習い、日々患
者様に喜んで頂けるよう頑張りたい
と思います。ご指導の程よろしくお
願い致します。 

髙橋　芹奈（クラーク） 
　入職して３か月がたち、初めての
仕事内容で不安もありましたが、職
員さん方が教えてくれるので一日が
あっという間で充実した仕事ができ
ています。これからも自分の明るい
性格をいかして頑張っていこうと思
います。よろしくお願いします。 

田村　久美子（内科病棟） 
　入職して３か月目となりました。 
　私はまだ子供が小さくて、皆さん 

にご迷惑をかけました。年なので覚
える事がおそく皆さんの足を引っぱ
らないように業務して行きたいので、
今後とも指導よろしくお願いします。

田村 祐子（看護助手） 
　病院勤務は初めてで、勉強するこ
とがたくさんある毎日を過ごしてい
ます。家では、フェレットと犬（ト
イプードル）を飼っています。うち
のフェレットは、ご飯のあとなど、
甘えて布団を「ククク……」とかぐっ
てきて、とっても可愛いんですよ♪　
２匹ともよくなついていて、おかげ
で、娘も動物が大好きな子になりま
した。これからも、子育てと仕事の
両方をがんばりたいと思います。 
　よろしくお願いします！ 

長福　幾美代（看護助手） 
　私は話下手で、人とうちとけるの
に少し時間がかかってしまい、仕事
に対しても不器用でまだまだですが、
一日も早くみなさんから信頼される
よう、笑顔と元気で頑張りますので、
よろしくお願いします。 

永田　葉月（事務） 
　私は病院での勤務経験がなく、分 

からない事ばかりですが、とまどっ
ている私にも職員みなさん親切に教
えてくださって感謝しています。 
　これからも初心を忘れずに頑張っ
ていこうと思います。 

平原　雅美（内科病棟） 
　入職して内科病棟勤務となりまし
たが、私にとっての課題は「相手（患
者様）の立場に立つこと」で、なか
なか難しいと感じています。まずは
(1)家族なら、看護師のことをどの
ように見ているか。(2)患者様が私
の家族ならどんな看護をして欲しい
と思うのか──を考えて行動するよ
うにしています。 
　子どもが２人、柔道をやっており、
試合や遠征など、仕事以外では柔道
が中心の生活です。気が向くと「ダ
メよ～ダメダメ」の日本エレキテル
連合のおっさんの顔や妖怪ウォッチ
などのキャラ弁を作ります。前日か
ら海苔を切り抜くなど下準備をして、
トータル５時間かけたりしますよ。 

藤井　真由美（事務） 
　まだ分からない事も多いですが、
周りの皆さんに色々助けて頂いてい
ます。これからお役に立てるよう頑
張りたいと思います。 


