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相模原南病院
相模原南病院　介護医療院

－ －

当院では子育て中の職員をサポートするため
24 時間保育室を完備しております。
常勤・非常勤問わず利用でき

安心してお仕事に取り組める環境づくりをしております。

ほすぴたる・こみゅにてぃ
「みなみ」81号

七夕にはお魚の作品を作り、
8月にはスイカ割り・
ヨーヨーすくいなどの
夏祭りをしました☆彡



病院理念
私たちは地域の皆様に愛され、
大切な人に自信を持って薦められる
病院を目指します。

基本方針

1.　家庭の雰囲気で快適な生活環境を提供し、療養生活の充実に努めます。
2.　患者様の人生が豊かであるよう個人の人権と尊厳を尊重します。
3.　患者様本位の医療・介護サービスを実践します。
4.　病院機能の向上発展に邁進することで地域に貢献します。

－ － － －

山口　修
( やまぐち おさむ )
７月１日入職
医師

チェック　サック
( ちぇっく さっく )
７月１日入職
看護補助

水落　奈津
( みずおち なつ )
７月１日入職
看護補助

川畑　千花
( かわばた ちか )
８月１日入職
准看護師

松尾　清美
( まつお きよみ )
８月１日入職
看護補助

よろしくお願い致します。

太田　琳穏
( おおた りをん )
７月４日入職
看護補助

鈴木　美江
( すずき みえ )
７月１日入職
看護師

サハット　シヒテ
( さはっと しひて )
７月１日入職
准看護師

太田　真沙江
( おおた まさえ )
８月１日入職
看護師

西辻　あい
( にしつじ あい )
８月１日入職
言語聴覚士

　当院は慢性期医療と介護を担っており在院期間が
長い方々もいらっしゃいます。健康に大切なのは薬
だけではありません。リハビリ、栄養、そして院内
での生活が楽しいことも、免疫細胞を活性化し健康
維持と増進に重要です。当院にはレクリエーション委員会があり、花見、
夏祭り、誕生祝など企画しますが、ここ数年、新型コロナ感染拡大の為
思うように行えませんでした。そんな折、6病棟職員の大橋理人さんの
発案で、千羽鶴を折ることが決まり、レクリエーション委員が主導して
患者 /入所者様、ご家族様、職員など総出で鶴を折ることとなりました。
　約 1か月をかけて、3003 羽の鶴が折れ、その鶴を使って様々な作品
を創作し廊下に展示しています。院内を散策する患者 /入居者様が足を
止め、見入っている姿を目にすると嬉しい気持ちになります。先日タウ
ンニュースの取材を受けました。皆様も機会があれば是非ご覧ください。



   令和 4年 7月１日付けで、カンボジアより相模原南病院介護医療院に 1名の外国

人技能実習生と特別養護老人ホームりんどう麻溝に３名の特定技能外国人が入職し

ました。4人は一緒に相模原南病院で感染対策や環境整備等の研修を行ったあと配

属先へ。仕事を頑張りながら、日本語の勉強にも勤しんでいます。皆さん応援よろ

しくお願いします !!

7 月 6 日（水）入職式を行い
ました。採用辞令を手に笑顔
の 4人です。

短冊を書き、院内の七夕の笹
に飾りました。みんな日本語
で上手に書けていました !!

－ － － －

オムツ交換の実習です。4月
に入職したカンボジア人のサ
ムオンさんが母国語でフォロ
ーしてくれました。頼もしい
先輩です。

石川理事長と歓談中。理事長
自身がカンボジアに行った際
の話に、みんな緊張がほぐれ
ました。

患者様と同じ食事を実食です。
ちょっと味が薄かったけど、
美味しかったとのことです。

カン
ボジアより
特定技能外国人・外国人技能実習生入職

　平成１５年の入職以来永きにわたり、当院発展のために

ご尽力いただきました岡部紀正元副院長が、令和４年５月

３日にご逝去され、８月初旬に院内にて「お別れ会」を執

り行いました。

会場には祭壇・献花台・職員からの

メッセージカード、岡部先生のご家

族様にもご協力いただき、思い出の

品や写真等を展示させていただきま

した。

いつも明るく、とても仕事熱心で、

職員や患者様ご家族からの信頼も厚

かった一方、登山や写真等、多趣味

であった岡部先生。

ご冥福をお祈り申し上げます。

岡部先生　お別れ会

２０２０年神奈川県医師会長寿

会員として表彰されました。

「お別れ会」会場の様子

　みなみ７９号でお伝え致しました千羽鶴チャレンジ。

３００３羽の折り鶴が折れ、最初の１０００羽を「千羽

鶴」として正面玄関に飾りました。あとの２００３羽で

当院の敷地内にあるものをモチーフに、「みかん」「鯉」「桜」、長寿の象徴である「鶴」、

そして新型コロナウィル感染症の終息を願いまして「アマビエ」を表現した貼り絵を

作成致しました。

折り鶴で上手に表現することに苦戦しましたが、職員で協力し合い、

素敵な作品が仕上がりました。

院内に展示しておりますので、ご来院された際は

是非ご覧くださいませ。

「みかん」 「鯉」 「鶴」 「桜」「アマビエ」

千羽鶴 作品紹介



－４－ －５－

優良職員表彰

受賞後、北坂さん、大橋さんにインタビューを行いました。

北坂　雄治 (放射線技師 ) 大橋　理人 (看護補助 )

①患者様が元気に笑顔をとり戻されるときで

　あり、その一助として貢献できたときです。

②患者様の負担を最小限に抑えつつ、安全・

　迅速・的確に検査を行うことです。

　患者様の撮影でも職員検診でもどんな検査

　においても、万全の準備態勢で臨み、短時

　間で最良の結果を得られるように心がけて

　います。

③老朽化していたⅩ線装置を私が理想としていた新装置に更新していただい

　たことです。たくさんの意見、説明、稟議書等を提出し、昨年夏にようや

　く新装置の更新が承認されました。

　これにより私の念願であった撮影時における被検者様に対する被ばく線量

　の大幅低減、Ⅹ線画像の即時提供および患者様の身体負担軽減というトリプ

　ルメリットを実現することができました。精度の高い写真を撮影するため

　に何度もテスト実験を行って、この理想的状況が生まれたのです。

　ご協力いただきました関係者各位に対し、この場をお借りしてお礼申しあ

　げます。ありがとうございました。   

①患者様に「ありがとう」と言われたときです。

②怒らないことです。

　怒ることは嫌いなので、やめようと思ったら楽になりました。とは言え、

　不満をため、我慢をしたり、他者の失敗や悪いことに注目するのではなく、

　逆に前向きに少しでも良いことに注目して従事するようにしています。

③新人時代に、表情に開眼はあるもののケアへの反応がとても薄く、ベッド

　上での生活が多い患者様を、気分転換に車椅子移乗をし、当院敷地内の桜

　を鑑賞しました。

　「〇〇さん、桜が綺麗ですね」とお声がけしたところ、患者様は言葉のない

　頷きをされたのです。まさかの反応に大変驚き、涙も出そうになる程感動

　した事がとても貴重な体験となっています。

　ほぼ身動きがとれず、表情の変化

　の少ない患者様でも聴力も視力も

　残っており、意識もはっきりして

　いるということを実感し、声かけ

　をすることの大切さも教えられた

　出来事です。

インタビュー内容

①どんな時にやりがいを感じますか。

②仕事をする上で大切にしていることは何ですか。

③今まで仕事をしてきた中で一番印象に残っていること

　(エピソード等 )を教えてください。

相模原市病院協会より、当院職員３名が優良職員として表彰されました。

　　                                   北坂雄治さん

　　                                   大橋理人さん

　　                                   船橋絹子さん

                                   おめでとうございます。
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