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研修委員長
渡部 和巨

４月から湘单鎌倉総合病院で研修
を始めさせて頂く伊藤亮治と申しま
す。古都・鎌倉は大好きな街で、そ
んな好きな場所で研修を始められる
ことに喜びを感じています。これか
ら、よろしくお願い致します。

滋賀医科大学出身の稲田悠と申し
ます。生まれも育ちも滋賀県です。
大学ではバレー部に所属していまし
た。何事にもフットワーク軽く駆け
つけ一生懸命取り組むので、どうぞ
よろしくお願いします。

こんにちは！新潟大学から有り余る
情熱を届けに来ました榎本匡秀です。
時には先頭で、時には並んで、時には
３歩後ろから患者さんと歩んでいきた
いです。そのためにも、相手の立場で
考えられる医師を目指します。

研修医１年目の大谷岳人と申しま
す。出身は三重県で、少年時代は野
球に明け暮れ、京都大学を経て、鎌
倉に来ました。何でも話せる雰囲気
を出せるよう心がけたいと思いま
す。宜しくお願いします。

はじめまして、近畿大学から来ま
した郭悠です。鎌倉は私の住んでい
た大坂よりもお寺などが多く、のん
びりとした雰囲気を感じました。頑
張っていきますのであたたかく見守
って下さい。

はじめまして。愛知医大から来ま
した蒲生真美と申します。２年間沢
山の経験を積み、地域の皆様のお役
に立てるよう、精一杯頑張りたいと
思っていますのでどうぞよろしくお
願いします。

初めまして東京都葛飾区からきま
した木下大輔です。湘单鎌倉総合病
院で働くにあたり地域の皆様と一緒
になって健康について考えていきた
いと思っております。どうぞよろし
くお願いします。

こんにちは！香川大学から来まし
た木谷嘉孝です。忙しいと噂される
当院に入職するにあたり、丌安も少
々ありますが、精一杯働かせて頂こ
うと思いますのでよろしくお願い致
します。

湘单鎌倉総合病院におきまして初
期臨床研修医となりました、椎橋と
申します。まだまだ分らない事ばか
りですが、全力で頑張って参りたい
と思います。

何卒、宜しくお願い申し上げます

Ⅰ．理念

徳洲会の理念に基づき、地域社会に根付いた救急医療の要望に応える医

療人、高度先進医療に対応できる医療人、世界で活躍できる医療人、安心

して最善の医療を提供できる医療人、医師である前に人であることを理解で

きる医療人を組織的に育成する。

Ⅱ．基本指針

湘南鎌倉総合病院の研修の目標は、自分自身が良い臨床医になることだ

けでなく将来若い人達を育てられる良い指導医になることである。良い臨床

医とは、患者様に対してempathy（共感）を持ち、全人的に診断ができ、的確

な診断治療を行える医師のことである。この目標が達成できるように研修体

制には以下のような工夫がなされている。

１．医療に集中できる

２．チーム医療の研修ができる

３．Primary care、Emergency careの

研修、各専門診療の研修が充実している

湘单鎌倉総合病院は、平成８年より厚生労働省

の臨床研修指定病院の認可を受け、研修医の育成

に力を入れている病院です。平成２３年度は、１７

名の新研修医が新築移転した新病院に入職をし、

日々、医師として研修を受けております。

彼ら彼女らはもう５年もすると多くの事が出来

る立派な医師になり、地域医療の中核をなすこと

になります。当院での研修は全国的にも厳しい環

境での研修と言われています。その中で多くの事

を学びます。断らない医療で始まり断らない医療

で終わる、を体で覚える大事な時期を過ごしてい

ます。受診された患者様が少しでも満足して頂け

るよう日々研鑽しています。

どうぞ宜しくお願い致します。

４．必須に加え、選択ローテーションができる

５．離島僻地医療を体験することができる

６．研修終了後に指導医として活躍できる

７．学会活動ができる

2

。



感染予防認定看護師 大澤 栄子

●感染対策チームより
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前回の連載で示したように、2010年に法改正が行われ、皆さんの移植に関する意識が高まり、脳死下

提供は2009年から、2010年には約5倍近くも件数が増えました。今後は移植医療も選択し易い治療と

なっていくと考えられます。
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皆さんは、臓器移植という治療法にどのようなイメージがありますか？
臓器移植は、日本では、まだまだ特別な治療法と思われがちです。しかし、アメリカや
ヨーロッパでは普通に行われている治療法です。なかでもアメリカでは、1年間に
約7,000～8,000人の臓器が提供され、毎年20,000件を超える臓器移植が行われています。

●臓器移植
院内コーディネーター 伊藤 真弓 山梨 貴子

日本では臓器移植を待っている方

が約12,000人もいるのに、臓器移

植は1997年から2009年3月までの

約12年間でわずかに2,239件（脳

死後、心停止後合計数）。1年間で実

際に移植を受けられる人は約200人

しかいません。

（2007年）

（平成23年2月28日更新）

※データ引用 日本臓器移植ネットワークホームページより http://www.jotnw.or.jp/index.html
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心・肺同時登録者数：４人 腎・膵同時登録者数：１３３人
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次回はついに最終回！「臓器移植意思表示と院内コーディネーターの活動について」
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祝 新築移転 湘南鎌倉総合病院

鎌倉蒼美会 作品展

会期 4月11日 (月) ～ 5月7日 (土)

時間 9：00 ～ 18：00

会場 湘单鎌倉総合病院 ２階

主催 鎌倉美術連盟

代表 蓼沼 誠一

連絡先 鎌倉市佐助2-23-13

電話 0467-23-2000

上記の期間で展示をしております。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

看護部では3月6日日曜日に平成22年度の「看護活動
成果発表会」を行いました。

「成果発表会」とはその年の病院の運営方針、看護部
の活動方針をもとに、各病棟での「目標」、達成に至る
までの「手段」、そして「結果」が書かれたバランスス
コアーカードを用い実践した成果を発表するもので、
今年で5年目になります。

各病棟の師長・主任・副主任等、総勢約60名が３階の
講堂に集まりました。

今年は共愛会病院、静岡徳洲会病院からも見学参加が
あり各病棟での医療安全や感染予防への取り組み、教育
指導など積極的な質問がありました。

各病棟での工夫、実績を自分の所だけでなく他病棟で
も活用できるような情報交換の場所となりました。

午後からは遊佐副院長の講義、佐々木看護部長より平
成23年度に向けての看護部の活動方針の話があり、その
後各病棟での今年度の目標について話し合い閉会しまし
た。

今年度も目標達成にむけて看護部一丸となって頑張っ
ていきたいと思います。

副看護部長 島袋 朊子

2011年4月、湘单鎌倉総合病院に隣接した新しい保育園「鎌倉なかよし保育園」に春が訪れま

した。鎌倉なかよし保育園は、湘单鎌倉総合病院で仕事をされている方々のお子様たちの保育園で

す。園の入り口には桜のトンネルのように周りに沢山の桜が咲いています。入園式には満開となり

優しく子供たちを迎えてくれました。

大きな地震があり停電もあり、子供達も保護者の方々も丌安な気持ちで忙しい日々を夢

中で過ごす中、柔らかな桜の花と子供達の天真爛漫な笑顔は緊張と丌安を和らげ癒してく

れる最高のものです。

そんな状況の中、なかよし保育園の年中組・年長組の入園式と、0歳児から順に一つ上

のクラスになった子供達の進級式を行いました。

湘单鎌倉総合病院 前川事務局長と佐々木看護部長から

お祝いの言葉を頂いてちょっと緊張、ちょっと恥ずか

しそう、でも元気なお返事で応えることが出来ました。

なかよし保育園に隣接している施設に特別養

護老人ホーム「愛の郷」があります。3月30

日には保育園の子供達が入所の方々やデイサー

ビスに来られているお年寄りの方々を訪問しま

した。午後のひと時に子供達とお年寄りが交流

を持ちました。30分程の時間でしたが子供達

が歌う歌や劇や紙芝居を見ていただきました。

帰るときは全員と握手をして帰りました。子供

達にもお年寄りの皆様にもいっ

ぱいの笑顔があり、良い交流が

持てました。

ひらひら舞う桜を追いかける

子供達と遊びながら、この桜の

ような優しさを持った子達にな

ってほしいと思っています。

春爛漫！

鎌倉なかよし保育園 園長 山田 陽子

夏日影 根本 皓司さん

能登の夕陽 梅原 正美さん
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●お知らせ
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シャトルバス乗り場のご案内 大船駅西口発着 変更のお知らせ
大船駅にて西口の改修工事が行われておりますが、柏尾川を挟んだバスターミナルの工事終了後、この大船駅西口からも

当院のシャトルバスの運行を予定しております。運行にあたっては、西口に加え、現在の東口からも同様の場所より発着致

します。

大船駅西口バスターミナル

シャトルバス発着ご案内図
大船観音側の

バスターミナルです

面会時間

平日 15:00～20:00

土日祝日 13:00～20:00

= 発着予定地

★ご面会の方へ★

面会時間は下記の時間となっておりますが、連日

の大地震の発生や急な停電が予測される状況下にお

いて、エレベーター及びエスカレーターの使用に危

険が伴うため、これらの利用を一部制限する場合が

ございます。

停電となった際にはエレベーター・エスカレータ

ーのご利用ができませんのでご了承ください。

計画停電の際、当院は

第５-Ｄグループとなります

大船駅西口の工事については、3月11日の「東北

地方太平洋沖地震」により改修工事に滞りが生じて

おり、完成予定時期より大幅に工事完了が遅れてお

ります。その関係で当院シャトルバスの大船駅西口

乗り入れを当初4月からの発着と予定しておりまし

たが、バスロータリーの工事が完成しておらず、乗

り入れが出来ない為、西口工事の完了後からの運行

と大幅に予定を変更しております。

大船駅西口での運行が開始される事については、

詳細が決まり次第当院のホームページにてもお知ら

せいたします。

★シャトルバスの西口乗り入れ時期

変更のお知らせ

東京電力の計画停電についてのご案内

このたびの「東北地方太平洋沖地震」において被災さ

れた皆様に、心よリお見舞い申し上げます。

大地震の影響により電力丌足の関係から、東京電力に

おける「計画停電」が各地にて行われておりましたが、

この程「計画停電」を当面行わないとの発表がありまし

た。しかし今後予測を超える電力の消費があった場合、

また、これから訪れる夏に対しても電力供給丌足の可能

性があり、再び「計画停電」の実行もやむをえないとの

考えが示されております。

当院も「計画停電」が実施された場合を想定し、シス

テム等の改善を行い診察可能な体制を整備しております

が、当院を含むエリアにて計画停電が実施された場合に

は、やむを得ず検査の中断や診察・会計・薬局の待ち時

間が通常よりかかる場合がございます。

また節電の為、院内の照明・空調等も通常より運転を

抑えております。

これからの季節、気温も序々に上がってきます。皆様

には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力

をよろしくお願い致します。



6

ご来院される方にシャトルバスの運行も行っております。

詳しくは院内で配布のシャトルバス時刻表か、ホームページを

ご覧ください。

湘南鎌倉総合病院| 検索

URL：http://www.shonankamakura.or.jp

湘南鎌倉総合病院
〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370-1

TEL ： 0467-46-1717（代表）
FAX ： 0467-45-0190

公共交通機関でお越しの方へ

最寄駅 ＪＲ大船駅

当院の関連施設

公会堂前・单岡本

下車より徒歩約５分

愛心訪問看護ステーション ＴＥＬ 0467-45-0467 鎌倉市山崎1090-5

湘南鎌倉介護福祉センター ＴＥＬ 0467-41-4010 鎌倉市山崎1090-5

湘南葉山デイケアクリニック ＴＥＬ 046-876-3811 三浦郡葉山町一色1746-2

葉山ハートセンター ＴＥＬ 046-875-1717 三浦郡葉山町下山口1898

老人保健施設 ゆめが丘 ＴＥＬ 045-800-1717 横浜市泉区和泉町1202

湘南かまくらクリニック ＴＥＬ 0467-43-1717 鎌倉市山崎1202-1

湘南鎌倉人工関節センター ＴＥＬ 0467-47-2377 鎌倉市台5-4-17

湘南厚木病院 ＴＥＬ 046-223-3636 厚木市温水118

特別養護老人ホーム かまくら愛の郷 ＴＥＬ 0467-41-1122 鎌倉市植木683-9

介護老人保健施設 リハビリケア 湘南かまくら ＴＥＬ 0467-41-1616 鎌倉市山崎1202-1

医療法人
沖縄徳洲会

大船駅より来院される方

●大船駅西口（大船観音側）

3番乗場 神・船32 渡内経由
「藤沢駅北口」行

神・船101・102 公会堂前経由
「城廻中村」行

4番乗場 神・船34 「单岡本」行

●大船駅東口交通広場ターミナル
（湘单モノレール駅下バスターミナル）

2番乗場 江・藤沢[弥]大船

武田薬品前～弥勒寺経由
「藤沢駅」行

2 江・单岡本経由 「四季の杜」行

藤沢駅より来院される方

●藤沢駅北口（さいか屋・ビックカメラ側）

5番乗場 神・船32 柄沢橋・渡内経由
「大船駅西口」行

11番乗場 江・藤沢[弥]大船
弥勒寺～武田薬品前経由

「大船駅」行

公会堂前
下車

单岡本下車

单岡本下車

单岡本下車

公会堂前
下車
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