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近森会グループ理事長
近 森  正 幸

機能的な病院群
　高齢社会を迎え、低医療費政策が強力に進められるな
か、医師の研修制度の改革により地方の医師が減少し、
高知県の医療崩壊は急速に進んでいる。そんななか、こ
の春 124 人もの新人を迎えることができたことを嬉し
く思う。近森会グループおよび外部委託を含めると、現
在 1,547 人もの大所帯となった。新人の皆さんは、質
の高いいい医療を提供できる、やる気のある有能なス
タッフに育ってほしい。
　近森会グループは、急性期医療を担う地域医療支援病
院の近森病院 338 床、脳卒中や脊損の患者さんを対象
とした全館回復期リハビリ病棟の近森リハビリテーショ
ン病院 180 床、整形外科専門のリハビリを提供する近
森オルソリハビリテーション病院 100 床、精神科の急
性期専門病院である第二分院 104 床と精神障害者の在
宅サポートを行なう高知メンタルリハビリテーションセ
ンターを擁している。こうした各医療施設が高知駅前に
あって、機能を絞り込んだ専門性の高い病院群として、
互いに密接な連携をとりながらひとつの有機体のように
機能し、良質で効率的な医療を提供している。近森会グ
ループはおそらく全国でも有数の機能的な病院群ではな
いかと思っている。

なんのための医療か
　私たちは何のために医療をしているのか。それは高齢
者であっても、たとえ障害があっても、できるだけ早く
治療し、自宅に帰って住みなれた地域で暮らしていただ
くことである。その究極の姿として、このほど春野のハ
ビリテーリングセンターを県から民間委譲された。社会
福祉法人ファミーユ高知では、2年後、新しい建物が完
成すれば、身体だけでなく知的、精神障害の方々と共に、
社会復帰や就労を目指すことになっている。たとえ障害

この春、124人の新人を迎えて

病院らしい病院として在り続けるために
　写真は 4月 1日、2日の両日、新人を迎えて開かれたオ
リエンテーションで、講演を行なった近森正幸理事長。背
景は近森会グループのシンボルマーク。理事長はまずこの
マークの解説から始めた。「自分が大学時代に汽車で帰郷
するたび香長平野に入った瞬間、目に飛び込んできた抜け
るような青空のスカイブルー。これをシンボルマークの色
にした。遠くから見れば十字の形で、はためいているよう
に見えるのは、時代のニーズに柔軟に対応しようとする近
森会グループの基本姿勢を示している。Fが二つ並んでい
るようにも見えるが、FreedomとFlexibilityを表している」。

があっても、地域で仕事をして普通に暮らしていただく
という、大きな夢を実現しようとしている。

これからの医療
　高齢患者の増加と共に、医療の形が大きく変わろうと
している。これまでの医療は医師、看護師中心であり、
人手が足りないために、患者さんは絶食にされて寝か
せっきりにされ、末梢輸液で低栄養になっていた。
　以前は患者の多くが若くて骨格筋が充分あったことか
ら、2週間程度の絶食でも栄養が維持され、こうした非
生理的な医療になんとか耐えることができたといえる。
高齢者が増えた現在では、これからはチーム医療で人手
をかけて患者さんの身体を出来るだけ動かし、可能なか
ぎり口から食べてもらい、腸を使って輸液を減らし、低
栄養から生じる免疫機能の低下や感染症の繰り返しを防
ぐことで、長期入院を減少させなければならない。リハ
ビリにより廃用が予防され、治療効果も向上し、早期退
院が可能となる。これに伴い労働生産性が高まって相対
的に人件費率も下がり、物のコストも削減される。チー
ム医療によるこうしたマネジメントにより、増えた利益
を人材の蓄積に再投資し、専門性の高いスタッフを増や
し、良質で効率的な医療を提供することが、急性期病院
として生き残る大きな方向性ではないかと考えている。

夢を追える医療
　現在の医療において最も大事なことは、医師が迅速確
実な根本治療をまず行なうことである。高齢患者さんの
低栄養には栄養サポート、廃用にはリハビリを行ない、
専門性の高い多職種がチームで対応する時代になってい
る。時代の変化に応じてこれからも病院を変革し、患
者さんにとっていい医療を提供できる病院でありたいと
願っている。新たな仲間を迎え、ともに夢を追える医療
を行なっていきたい。



2 No.262／5月号

　3月21日に18年度研修医修了式が
行われました。当院の初期研修医4人
が2年間の研修を終え、元気に巣立っ
ていきました。
　毎年のことですが、研修が始まった
ころの初々しさ、研修途中の厳
しい顔、笑顔、泣き顔、そして
終了間際の自信に満ちた顔を思
い出し、感無量でした。
　当院に残る者、母校に戻る者、
新しい施設に行く者、新しいこ
とにチャレンジする者と選んだ
道は違いますが、それぞれが自
分たちの未来を見つめ決めた道
です。当院で培った力を元に頑
張ってくれるものと信じています。
　また、4月から新しく初期研修医が3
人、後期研修医が3人、仲間に加わり
ました。当院は急性期病院・地域医療
支援病院であり、救急疾患や一般的疾
患を多く経験することができます。同
一疾患のバリエーションをたくさん経
験することで、臨床医としての能力は
飛躍的に伸びます。そして、当院の特
徴である、チーム医療、コ・メディカ
ルスタッフのフットワークの軽さと高
い能力、急性期から在宅までのシーム
レスなケア、地域医療連携などを学ぶ
ことは、医療人として今後の大きな財
産になると思います。
　当院の研修システムは、前委員長の
北村龍彦先生と、プログラム責任者の
浜重直久先生が、ゼロから作り上げて
くれました。研修管理委員長を拝命し
て大変な仕事だったことがよくわかり、
心からの感謝と身の引き締まる思いで
いっぱいです。
　まだまだ未熟ですので、プログラム
責任者後任の八木健先生や各指導医た
ちと相談しながら活動していくつもり
です。幸い、各科の部長と同年代であり、
コミュニケーションも取れていますの
で、みんなで協力して、いい研修病院
にしていきたいと思います。
　当院を卒業した研修医の、県外での
活躍も耳に入ってくるようになりまし
た。全国での活躍は当院研修の伝統を
感じ、嬉しく励みになります。楽しく

　現在、当院のNSTにおいて行
われている臨床栄養士の業務、
もしくは日本における臨床栄養
士の在り方の形成には、他でも
ない宮澤臨床栄養部長が米国
から日本に持ち帰ったものが
基本となっていることは周知
のことである。
　当院の臨床栄養部にはその栄
養管理を習得するべく、全国か
ら管理栄養士が集う。私も例に
もれず、その一人であり、自身
が生業としていることの原点を
確かめる意味でも、米国研修へ
の参加はかねてからの強い希望
であった。
　約1週間の研修で遭遇した医療のレ
ベルの高さに驚愕したのは事実である
が、特筆すべきは、その高度な医療の
なかに “治療の一環としての栄養” が
当たり前に存在し、臨床栄養士の手に
よって、高いクオリティで患者に提供
されていたことである。
　昨今、日本においてもNSTは定着し
つつあり、医療における栄養の重要性
が謳われるようになったが、これはひ

有意義な研修生活になるよう、病院を
あげてお手伝いしたいと思います。

循環器科部長・研修管理委員会 委員長

2008 年 3月 21日、18年度研修医修了式

 川 井  和 哉

出張報告　 源流を求めて、米国研修の旅

とえに、前述したような環境のなか、
先人が苦労して手に入れ、スーツケー
スいっぱいに詰め込んで持ち帰ってき
た “想い” のおかげである。我々は、そ
の “想い” を大切に育み、次の世代へと
培っていかなければならない。
　源流は、強く、しなやかに、そして
誇り高く流れていた。その流れを絶や
すことなく、やがて広がるであろう、
本流へとつなげて行きたいと考える。

　EMORY 大学病院で
は、ER（救急センター）
の段階から早々に臨床
栄養士が関わることも
あるという。
ERの外で休憩中のス
タッフと記念撮影。
「EMORY大学の構内で
栄養学の原書も買いま
したので、ガンバって
勉強します！」と、佐
藤管理栄養士（右端）

▲

　臨床栄養部の
宮澤靖部長の留
学先EMORY大学
で。左から、宮澤
部長と恩師•臨床
栄養士のDr.Glen 
Bergman、右が筆者

▲

▲ 2008年3月21日に開かれた18年度研修医修了式で

臨床研修医を迎えて

　旧松田病院跡に、ファミーユ高
知本部及び障害者福祉サービスセ
ンター・ウェーブが移転しました。
1 階はデイケア、2 階は作業所と
事務所になっています。
 　写真は、ファミーユ高知の近森

正幸理事長出席
のもと、新天地
での発足式が開
かれたときの模
様です。

米国に当たり前に存在する治療の一環としての栄養

ファミーユ高知の移転

 臨床栄養部 管理栄養士   佐藤  亮介
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　昨年、入江博之部長率いる心臓血管
外科チームが米国病院研修でお世話に
なったフロリダホスピタルの心臓外科
医Accola 先生の、英語による（米国
人ですから当たり前と云えば当たり前
なのですが•笑）講演会が開かれまし
た。これは、東京での会議に招かれ、
日本に行くのならぜひ高知にもという
Accola先生のご希望で実現しました。
　フロリダホスピタルはフロリダ州中央
部に3,025のベッドを持ち、17の関連
病院とネットワークを組む急性期医療に
特化した病院機構です。さらに、13の
救急センターを持ち、年間100万人以
上の来院患者があります。また米国の雑
誌ではアメリカのベストホスピタルに6
年連続で選ばれているという規模の大き
さばかりではない、質も保証された病
院なのです。
　ご講演はまずご専門の心臓血管外科
関連の話から始まり、弁膜症での僧帽
弁形成術の優位性や、若年者でも生体
弁の方が有利であることの勧めなど、
比較的親しみやすい内容が選ばれてい
ました。
　通訳の方が同行され同時通訳で進行
しましたが、専門用語に対してなど入
江部長からは流暢な英語でしかも軽妙
に内容の補足や補強が行なわれ、国際
派入江部長の面目躍如といった、別の
面の楽しみも味わえる会となりました。
　ご講演終了後には会場からやはり英
語も遣って看護体制や医療安全、その
他さまざまな質問が活発に寄せられま
した。定員オーバーだったけれど聴衆
の方々にもしっかり講演内容をご理解
いただけたのではないでしょうか。

が贈られてきた。以来、
毎年欠かすことなく
届けてくれる。二度
目の成人式も過ぎた
というのにいまだに
続いている。かなり、

律儀なしぶとい奴。
　初めの頃は、TVCMや、

広告をみては色々試してみたが中々効
いてくれない(病院にも行けよ……)。
　ある時、所属部署の主任が、「子供
が出来たら体質変わるかも」と。その
後、めでたく子供が出来たが変わらず。
主任に言うと「一人じゃいかんがよ」

はな便り

と。二人目も出来たけど相変わらず。
すると、「同じじゃいかんがよ」三人
目は違っていたがちっとも治らない。
　そのうち、旦那も仲間入り。マスク
にゴーグル・ティッシュペーパー。三
種の神器をかざし戦い暮れるこの季
節。窓の外では、花みずきが風に舞っ
ている。家の中では、鼻水き・鼻拭ぶ
きで舞い舞いしている。
　こんな私達を見た子どもが一言。「哀
れよのー」。しかし、あなた達は重大
なことを忘れている、こんな二人の血
が流れていることを。ならないはずが
ない!！（和田家「鼻便り」より）

　今年もまたその季節はやってきた。
梅の花がほころびかけると山々を攻撃
色に変え、桜舞い散る風ふけば、最強
の力で私を襲い、アジサイの花咲く頃
に去っていく。
　そう、あれは忘れもしない成人式を
迎えた年。お祝いにと「くしゃみ・は
なみず・目のかゆみ」の三点セット

和 田  道 子

第49回 
地域医療講演会

▲流暢な英語で、
司会進行を務めた
入江博之部長
　創業明治 5 年、
高知の誇る由緒正
しき料亭「得月楼」
で同夜開かれた米
国研修親睦同窓会

▲ご講演中の心臓外科医Dr.Accola

　司会進行は私の方で
行ない、最初は喉頭異
物について、まず南消
防署の田中千博さんよ
り搬送状況の説明、次
に呼吸器外科の山本彰
部長による経過報告。さらに頚部刺創
について、南消防署の高橋力也さんか
ら搬送状況説明、同じく山本部長より
経過説明がなされました。
　気道不完全閉塞時のピットフォー
ル、頚部刺創の診断と治療、さらに気
道異物全般の豊富な経験談がありまし
た。症例に関しては2例ともに無事に

米国人医師招き
同時通訳で

米国フロリダ発
医療事情あれこれ

▲

　講演後に得月楼で開かれた米国
研修同窓会では、どろめやイタド
リなど高知特産の品々をAccola先
生は「変わっているけどおいしい」
と、たくさん召し上がられました。
　本年9月に新しい病院が出来た後にま
た研修に訪ねたい
と、心外チーム一
行はすでに次回を
期しているとか。
　50回目の節目
を目前に、地域医
療講演会もこうし
て少しずつ国際色
豊かに成長してい
るようです。

救命されました。
　最後に、ER 竹内敦子医師より

「PSLSについて」と題して講演が
ありました。PSLSとは病院前脳
卒中救護であり、t-PAという新
しい薬品 (血栓溶解療法 )の効果
を十分に引き出すための、病院
前での脳卒中診断、搬送、そし

て搬送すべき施設の基準など詳しく説
明されました。現場で活動する救急隊
はもとより、医師、看護師など医療機
関側にも大変興味ある内容でした。
　今後、高知県でもこのガイドライン
が十分に生かされ、一人でも多くの脳
卒中患者さんの予後が改善されること
が望まれます。

救急医療症例検討会2008.4.481回

管理
職に
昇格しました

。
　
　
　
　

近森病院　ER診療部長

根 岸 正 敏

地域医療連携室
 看護師長
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中村　寿里　なかむら　じゅり
①4東②大阪府③京都大学④土佐町の高
齢者と桂月、土佐弁にほれこんでしまっ
たので、家族も恋人も関西に放置して来
ました。早く、土佐弁マスターします!!
横田　亜李紗　よこた　ありさ
①4東②高岡郡四万十町③黒潮医療専門
学校④趣味は買い物やカラオケ、バレー

山﨑　翔子　やまさき　しょうこ
①3東②高知市③高知県医師会看護専門

学校④趣味はショッピングで、仲良
しの子とよくジャスコをうろうろし
ています。その他にドライブも好き
です。
島倉　充　しまくら　みつる
①3東②高知市③高知県医師会看護
専門学校④将棋、囲碁、麻雀、テニ
スなどが趣味です。世界史・日本史
の本も読みます。趣味は多いですが、

仕事も全力で取り組みます。
氏原　唯　うじはら　ゆい

①3西②室戸市③高知県医師会看護専
門学校④趣味はスポーツ観戦です。特に
サッカーと野球が好きです。同じ趣味の
方がいたら一緒に観戦しましょう。
田中 　晴子　たなか　はるこ
①3西②奈良県③奈良県医師会看護専
門学校④はじめまして。高知ははじめて
です。趣味はドライブと食べ歩きです。
高知にはおいしいものがたくさんあるの
で楽しみです。

新館 3階病棟看護師

新館 4階病棟看護師 ボール等で、特技は幼い頃から字を習っ
ていて字を書くことです。長所は相手の
事を一緒に考えたり、いつも笑顔でいる
ことで、短所は少し行動が遅いことなの
で、仕事をしていく中で改善していきた
いです。
西田　奈穂　にしだ　なほ
①4西②高知市③高知県医師会看護専
門学校④趣味はショッピングで、仲良し
の子とよくジャスコをうろうろしていま
す。好きなスポーツはバドミントンです。
今西　美穂　いまにし　みほ
①4西②高知市③黒潮医療専門学校④自
他ともに認めるマイペースな私ですが、
この部分を活かして現場を和ませること
ができたら良いなと思います。こんなマ
イペースな私ですが、仲良くして下さい。

①形成外科②長野県諏
訪市③高知大学④最近
3度目の引っ越しをし
ました。初めて市の中
心部に住むことにな
り、近所に店がたくさ
んあり、これからの生
活が楽しみです。

井上　智雄 
いのうえ　ともお

濱　ゆき
はま　ゆき

①整形外科②神奈川
県③高知大学④昨
年10月に長女が誕
生し、はや5カ月。
娘の成長を見守るこ
とが一番の楽しみで
す。親バカぶりには
自信があります。

近澤　悠志　ちかさわ　ゆうし
②吾川郡いの町③愛媛大学④概ねこん
な価値観で生きてます !!ホームラン
バッター<バントの名手、衣・住<<<
飲♥♥、スノボ<スキー、チェーン店
<老舗、お金<<愛♥
長谷川　義仁　はせがわ　よしひと
②岐阜市③大阪医科大学④「力」を持
ちたいと思った。今の私ではあまりに

「力」不足だからだ。その「力」を得
るため、私はようやく歩き始めた。
濵田　佳寿　はまだ　かず
②高知市③高知大学④念願の近森病院
に就職でき、期待に満ちています。知
識、技術、コミュニケーション能力、
お酒の強さ等、たくさんスキルアップ
していきたいです。

初期研修医 後
期
研
修
医

濵口　卓也　
はまぐち　た
くや①泌尿器
科②和歌山県
③高知大学④
心機一転

2008 年度 近森会ニューフェイスの皆さん♥応援してください

①所属②出身地③最終出身校④家族や趣味のこと、自己アピールなど示します。ニューフェイスドクター
小野　美樹　おのみき①精
神科②岡山県③高知大学④
小児科5年、精神科は今年
2年目になります。転科し
てインコを飼い始めました。 
現在インコと共に成長中。

でも、インコの方が言葉をたくさん覚え、
負けているかもと思う日々です。

宮澤　慎一　みや
ざわ　しんいち①
整形外科②広島県
福山市③岡山大学
大学院④サッカー
は観るのもするの

も大好きです。最近は、子育て
に奮闘中です。

谷　真規子
たに　まき
こ①麻酔科
②広島県③
九州大学④
初めての高

知での生活を楽しみにし
ております。

①所属②出身地③最終出身校④家族や趣味のこと、自己アピールなどを、顔写真の左から、前からの順で掲載しています。

出逢えて嬉しい春いちばん
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児玉　明美　こだま　あけみ　①手術室
②高知市③高知中央高等学校看護学科専

前列左から 中西  雄行　なかにし  ゆうこう
①5西②須崎市③高知県立総合看護専門
学校④夏はサーフィン、冬はスノボ、あ
と釣り、ゴルフ、卓球、バイクなど遊ぶ
ことなら何でも楽しむことができます。
今井　涼賀　いまい　すずか
①5西②高知市③高知県立総合看護専門

手術室・CCU・HCU看護師 攻科課程④音楽が好きで、ライブに行っ
ては全身を使って楽しみ、翌日の筋肉痛
に悩まされる日々を過ごしています(笑)。
柄木田　珠理　からきた　じゅり　①
CCU②栃木県③足利短期大学④今年の3
月まで1年間イタリアに滞在していまし
た。美味しい物をいっぱい食べて肥えて
来ました。これからは健康的な日本食で
ダイエットに励みたいと思います。
竹口　裕美　たけぐち　ゆみ　①HCU②

新館 5階 6階病棟看護師 学校④基本的に楽しいことが好きで、
最近はまつげエクステなど興味のある
ことにどんどんチャレンジしています。
山岡　沙帆　やまおか さほ
①6東②吾川郡いの町③高知県医師会
看護専門学校④波乗りが大好きです。
割と男勝りなところがあり、友達と海
にこもったりします。今は白いですが、
また真っ黒になっていきます。
大浦　亜実佳　おおうら　あみか

①6東②高知市③高知県医師会看護専門
学校④趣味は貯金です !お金が貯まった
らひとり暮らしか、車を買いたいです。
ちなみに車はミッション車が好きです。
後列左から   池田　かおり　いけだ   かおり
①6西②山口県下関市③徳山看護専門学
校(山口県)④私の好きなことは①スポー

ツ②人と話すこと③食べることです。身
長が171cmで、女性の中では長身という
のが特徴です。
小原　麻奈美　おはら　まなみ
①6西②安芸市③高知中央高等学校④い
つも笑顔を絶やさないよう心がけていま
す。この1年は自分が成長できるように
したいです。
山本　素直　やまもと　すなお
①6西②春野町③高知県医師会看護専門
学校④約5年前、准看護師の時に、近森
リハ病院で1年弱程働かせてもらってま
した。また、大好きな近森へ戻ってまい
りました。B型、さそり座、いのしし年
という扱いにくい人種ですが、若干人見
知りの性格を感じさせない社交性で仕事
ができたらいいなと思っています。

左から一列で  猪野　由賀里　いの　ゆかり
①リハ4東②南国市③高知中央高等学
校看護学科専攻科④家では三毛猫とコー
ギーという種類の犬を飼っています。な
ぜか家で飼う猫は私に一番なついてくれ、
現在で3代目です。私自身、猫が大好き
なので、自宅に帰ったらちょっかいを出し
たりして遊んでいます。猫に限らず動物は

近森リハ・オルソリハ・第二分院看護師
人の心を癒してくれるパートナーなの
で、私も誰かを癒したり、励ましたり
出来るような看護師になりたいです。
嶋﨑　窓華 　しまさき　まどか
①リハ2西②高岡郡越知町③高知県医
師会看護専門学校④波乗りが大好き。
以前はBBをやっていて、サーフィンに

転向して3年…もうメラニンと友達です。
山脇　久男 　やまわき　ひさお
①オルソリハ4②高岡郡四万十町③土佐
看護専門学校看護学科④小・中・高とソ
フトボールをしていたため、体力には自
信があります。また、ここ3年はスノー
ボードにはまっており、冬に時間があれ
ばよくすべりにいっています。

三本　将司　 みもと　まさし
①リハ3東②高岡郡佐川町③徳山看護専
門学校④休みの日などにはよく外に出歩
いているので、見かけたらぜひ声をかけ
て下さい。
鍋島　理佐　なべしま　りさ
①2－5②高岡郡津野町③高知女子大学
④趣味はドライブ、ライブに行くこと。
ビリヤードも始めました。出会いを大切
に、日々成長していきたいと思います。
山本　雅子　やまもと　まさこ
①リハ3西②いの町③高知県医師会看護
専門学校④趣味は読書、映画鑑賞、麻雀
です。麻雀好きな方、声をかけて下さいね。
温和かつ慎重な性格ですが、仕事も積極
的に行いたいです。

安芸市③高知中央高等学校衛生看護専攻
科④趣味は特にはないですが、ダイエッ
トのためWii Fitにはまっています。子ど
もたちとWiiのうばい合いの日々です。
竹村　早加　たけむら　さやか　①HCU
②高知市③土佐看護専門学校④初めての
就職先はゴルフ場のキャディでした。勉
強、スポーツなど色々なことに興味があ
り、チャレンジしていきたいと思います
ので、いつでも声かけして下さい。

楠瀨　智子　くすのせ　さとこ
①リハ2東②高知市③高知県立高知北

近森リハ・第二分院・近森病院看護師 高等学校④性格は普通だと思います。
プール通いをしたいです。京都にも
行ってみたいです。向上していきた
いです。いっぱい仕事させて下さい。
岡﨑　佐保　おかざき　さほ
①2－5②高知市③高知県医師会准
看護学院④私はマイペースです。辛
いことがあると凹むこともあります
が、一晩経つと前向きに頑張れます。

ナースという自覚と責任ある行動を心
がけます。

丁野　倫美　ちょうの　ともみ
①リハ3東②高知市③高知県医師会准
看護学院④趣味は、食べる・寝る・動
くことです。家でトイ・プードルとマ
ルチーズを飼っていて、たわむれてい
ます。一日一日を大切に一生懸命やっ
ていきたいと思います。
川村　友子　かわむら　ともこ
①5東②高知市③医師会准看護学院④
海が大好きで、どこに行く?と聞かれ
ると、決まって「海」と答えます。

出逢えて嬉しい春いちばん
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和田　佳晃　わだ　よしあき
①画像診断部・診療放射線技師②高岡
郡佐川町③大阪物療専門学校④趣味はス
ポーツをすることで、ソフトボールやサッ
カーをするのが好きです。仕事では、笑
顔で元気のある姿を見せていきたいです。
松高　吏恵　まつたか　りえ
①薬剤師②南国市③京都薬科大学④趣味
は旅行することやテニスです。実はバイ
クの免許ももっており、とにかく出かけ
ることが大好きなので、ぜひ遊んでやっ
て下さい。仕事の方でもアドバイスをど
んどんお願いします。
村田　茉奈　むらた　まな
①薬剤師②南国市③徳島文理大学薬学部
④落ち着きがちにみられますが、内心は
いつもドキドキです。患者様の、皆様の
笑顔のサポーターになれるよう、いつも
笑顔で前進します。
山村　伸枝　やまむら　のぶえ
①薬剤師②高知市③徳島文理大学香川校
④スポーツをしたり、出かけたりなど、
動くことが好きです。みんなでワイワイ
することも好きなので、何かあればぜひ
誘って下さい。
濱田　真夏　はまだ　まなつ
①薬剤師②香南市野市町③星薬科大学④
よく聞かれるので、あらかじめ言わせて
下さい。真夏という名前ですが、誕生日
は8月ではなく、7月です。

前列左から   森国　裕 　もりくに　ひろし
②高知市福井東町③高知リハビリテーショ
ン学院④こんにちは!!大事な所とは言わず、
色んな場面で言葉をよく噛み、そして歌は
歌えませんが、GLAYが好きな理学療法士の
卵です。
児玉　秋子　こだま　あきこ
②四万十市③高知リハビリテーション学院
④好きなことはダンスや散策などで、動く
ことが大好きです。早く新しい環境に慣れ
るよう積極的に動いていきたいと思います。
今田　智大　いまだ　のりたか
②四万十市 (旧中村 )③高知医療学院④写
真を撮るのが好きです。野球が好きです。
ジャージが好きです。映画は一人で観に行
きます。愛読書は週刊少年ジャンプです。
馬越　春奈　うまこし　はるな
②愛媛県③高知医療学院④ベースを弾くこ
と、旅行が好きです。またバイクに興味が
あり、早く好きなアメリカンに乗ってどこ
かに行きたいです!
中列左から 安村　広之　やすむら　ひろゆき
②愛媛県南宇和郡愛南町③高知医療学院④
小さい頃からずっとサッカーを続けていて、
スポーツが大好きです。サッカー、ギター
をはじめたくさんの趣味を持つようにして
います。
宮本　洋介　みやもと　ようすけ
②高知市長浜③高知医療学院④スポーツな
どで体を動かすのが好きで、学生時代はサッ
カーやフットサルをしていました。これか
らも続けていきたいと思っています。
兵頭　勇己　ひょうどう　ゆうき
②香南市野市町③高知医療学院④私の趣味
は音楽全般で、特にギターを弾くのが好き
です。それとバイクに乗るのが好きで、全
国の温泉を制覇するのが夢です。
田渕　充勇　たぶち　みつを
②兵庫生まれ香川育ち③高知医療学院④ス
ポーツが好きで、サッカーを小学校からし
ています。仕事をしながら、今後も続けて
いきたいと思います。
後列左から   川畑　志乃　かわはた　しの
②徳島県③高知リハビリテーション学院④
大勢でワイワイするのが大好きです。最初
は人見知りをすることもあると思いますが、
人と話すことは好きなのでぜひ話し掛けて

下さい。
高橋　歳弘　たかはし　としひろ
②兵庫県明石市③徳島健祥会福祉専門学校
④私は歳はとっていますが、勢いと体力は
若い人に負けないように日々身体を鍛えて
います ...?この勢いと体力を日々の現場で生
かすゾ!
本久　雄一　もとひさ　ゆういち
②高知市 (実家は近森から目と鼻の先の距
離です)③四国リハビリテーション学院(四
国医療専門学校 )④趣味はサッカーで、13
年間やっていました。前の職場でもフット
サルをしていたので、やられている人がい
たら誘って下さい。
川島　隆史　かわしま　たかふみ
②徳島県③名古屋大学大学院医学系研究科
リハビリテーション療法学専攻理学療法学
分野④大学、大学院で6年間学んできまし
た。学校で得たことをうまく臨床の場に生
かせるよう、日々精進して参りたいと思い
ます。

画像診断部・薬剤部

近森病院  理学療法科

武内　仁美　たけうち　ひとみ
①診療支援部診療情報管理室②香美市
③高知工科大学大学院工学研究科基盤
工学専攻④趣味は、車の運転です。学
生時代、何回か鹿児島まで車で遊びに
行きました。最近は、物部川や高知空
港へドライブに行っています。
弘田　彩　ひろた　あや
①医事課②吾川郡いの町③龍馬看護ふ
くし専門学校④休みの日は家でDVD
を見たり、友達と買い物に行ったりし
て楽しんでいます。
竹﨑　智博　たけざき　ともひろ
①医事課②安芸郡芸西村③文教大学情
報学部④温泉とアウトドアが大好きです。

管
理
部

山北　真由 　やまきた　まゆ
②南国市③高知学園短期大学④猫が
大好きで、最近飼い始めました。猫
アレルギーで、Drストップが出まし
たが、それでも可愛がっています。
柳井　さや佳　やない　さやか
②高知市③高知学園短期大学④私は
中学校から6年間バトン部に所属し
ていて、体を動かすのが大好きです。
最近は「ヨガ」などに興味があって、
始めてみたいなと思ってます。他に何
かよいフィットネスなどがあれば、教
えて下さい!!一緒にやりましょうっ!!
松村　里香　まつむら　りか
②香美市③高知学園短期大学④興
味は映画鑑賞です。口下手ではあ
りますが、仲良くして下さい。
黒川　真奈美　くろかわ　まなみ
②高知市③高知学園短期大学④中学、
高校とバドミントン部に所属してい
ました。体力だけは自信があります。

臨床検査部・臨床検査技師

影山　香　かげやま　
かおり①3東②安芸市
③高知学園短期大学保
健科歯科衛生専攻④私の趣味は一
人旅、一人ごはん、一人映画ですが、
大勢で騒ぐことも大好きです。見か
けたら気軽に声をかけて下さいね!

歯科衛生士
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前列左から   尾仲 　一樹 　おなか　かずき
②高知市③黒潮医療専門学校④趣味は
車、バイクが大好きです。患者様やスタッ
フの方々との出会いを大切に、一歩ずつ
日々前進できるよう従事していきたいと
思います。
川﨑 　洋次 　かわさき 　ようじ
②高知市③黒潮医療専門学校④海や山な
どで遊ぶのが好きで、今年の夏はサー
フィンにチャレンジしたいと思います。
川村 　典史 　かわむら 　のりふみ
②高知市③高知リハビリテーション学院
④体を動かすことが大好きです。小さな

近森リハビリテーション病院     理学療法士

ことからこつこつと、いつも笑
顔をモットーに!!
橋詰 　佳奈 　はしづめ 　かな
②南国市③高知リハビリテー
ション学院④趣味はドライブと
食べる事です。最近は弁当片手
に桜巡りにはまってます。元気
に笑顔で初心を忘れず、日々精

進していきます!!
舛本 　優子 　ますもと 　ゆうこ
②室戸市③高知リハビリテーション学院
④高知が大好きで、よくしゃべり、よく
笑います。“第一印象と違う” ともよく言
われます。こんな私ですが、日々探求心
と謙虚さを忘れず、踏ん張っていきたい
と思います。
後列左から  畠山　正　はたけやま   まさし
②四万十市③四国医療専門学校④スポー
ツが好きで、特にサッカーは小中高と
やってきました。これからもできる範囲
で、フットサルやサッカーを続けていき

たいと思っています。
𠮷田　俊彦　よしだ　としひこ
②岡山市③玉野総合医療専門学校④去年
まで登山をしてました。とにかく体を動
かすこととお笑い番組が好きです。気軽
に声をかけてください。
吉村　知洋 よしむら　ともひろ
②春野町③高知医療学院④私は体を動か
すことが大好きで、特にサッカーは13
年間続けています。サッカーが好きな方
は気軽に声をかけて下さい。
斉藤　佑太　さいとう　ゆうた
②高知市③高知医療学院④僕は長期実習
で、近森病院でお世話になりました。そ
の時お世話になった先輩方に少しでも追
いつけるように、毎日努力していきたい
と思います。
入野　稔也　いりの　としや
②香南市野市町③高知医療学院④私はス
ポーツが好きで、現在もサッカーをして
います。スポーツだけではなく、DVDを
見ることも好きで、よくDVDを借りて
見ています。

前列左から 島田   恭介  しまだ  きょうすけ
②高知市③高知医療学院④趣味は音楽鑑
賞で、好きなスポーツは野球と卓球です。
緊張しやすいので、早く職場の雰囲気に
慣れ、業務を覚えたいと思います。
井口　喜宣　いぐち　よしのぶ
②愛媛県松山市③高知医療学院④多少内
気な部分がありますが、明るく元気に患
者様やスタッフの方々と接し、技術など
の向上に努めていきたいです。
日垣　智美　ひがき　ともみ

近森リハビリテーション病院     理学療法士

②室戸市③高知医療学院④早く周
りの環境に順応できるよう努力
し、様々なことを吸収していきた
いです。
工藤　航介　くどう　こうすけ
②愛媛県西条市③高知医療学院④
私はネットオークションが好きで
す。中でも服を見るのが好きです。
特徴は少し背が高い所です。

森下　桂司　もりした　けいじ
②香川県高松市③穴吹リハビリテーショ
ンカレッジ④大学の時、軽い山登りをし
ていました。高知県は自然が豊かなので、
またはじめたいと思います。
後列左から 須﨑　真奈美　すさき　まなみ
②宮崎県③宮崎リハビリテーション学院
④初県外、初一人暮らし、初就職などで、
緊張の連続です。宮崎から来たので、な
まりがでてしまいますが、高知弁も覚え
ていきたいです。

山内　直人　やまうち　なおと
②愛媛県③黒潮医療専門学校④至らな
い点も多いと思いますが、一生懸命頑
張っていきたいと思っておりますので、
よろしくお願い致します。
川村　彩　かわむら　あや
②吾川郡③高知リハビリテーション学
院④私の学生時代の目標は、歌って踊れ
るPTになる事であり、現在もその気持
ちは全く変わっていません。ガッツを
持ったPTになります!!!
中村　賢　なかむら　まさる
②香川県高松市③玉野総合医療専門学
校④私は美味しい物を食べることが大
好きです。香川から高知に来て間がない
ので、お店とかも分かりません。お勧め
のお店や料理などがあれば教えて下さ
い。
三浦　正和　みうら　まさかず
②山口県③川崎医療福祉大学④趣味は
本を読んだり、映画を見たりすることで
す。

医療福祉部・ソーシャルワーカー

左から一列で 大西  清美　おおにし  きよみ
①高知市障害者支援センター近森②愛媛
県③高知女子大学④ドライブ好きのペー
パードライバーです。行き先も決めず、
気の向くままに走りながら、新しい店や

穴場を求めて散策しています。
髙木　知裕　たかぎ　ちひろ
①近森病院第二分院②高知市③広島医療
保健専門学校④音楽が大好きで、聴く、
歌う、弾く等 “No Music No Life” です !
美味しい食べ物にも目がないので、お勧
め情報を提供して下さい!
佐竹　由理　さたけ　ゆり
①地域生活支援センターこうち②須崎市
③川崎医療福祉大学④私のストレス解消
方法は、ライブに行って生の音楽に触れ
ることです !あとはおいしいものを食べ
て、よく寝る!!自分らしくいられる時間

や場所を大切にしていきたいです。
山内　優　やまうち　ゆう
①近森リハ病院②関西③関西福祉科学大
学④物事に対して小さな事でも1つ1つ
から吸収していきたいと考えています。
こってりラーメンとお笑いが大好きで
す。
徳満　鮎美　とくまん　あゆみ
①近森病院②高知市③美作大学生活科学
部福祉環境デザイン学科④海を見るこ
と、笑うこと、アウトドア、スポーツ、
旅行が好きです。ポリシーは感謝の気持
ちを持つこと、前向きに考えることです。

No.262／5月号 7
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左から一列で  大岩   聡子   おおいわ  さとこ
②高知市③高知リハビリテーション学院
④元気に明るく、笑顔をモットーに働か
せてもらいたいと思います!
植田　雅恵　うえた　まさえ
②高知市(旧吾川郡)③高知リハビリテー
ション学院④身長150cm未満のバレー
ボール好きのちびっ子ですが、やる気・
元気・笑顔でちょこちょこ動く小さな巨
人になります。

秋山　紗希　あきやま　さき
②大豊町③高知リハビリテーション学院
④趣味はケーキを作ることと、ペットの
犬と遊ぶことです。運動不足解消のため
に、春から体を動かす習い事を始めたい
と思っています。何かオススメがあった
ら教えて下さい。
大北　裕太　おおきた　ゆうた
②大分県③学校法人同志舎リハビリテー
ションカレッジ島根④学生時代は日本海
側で過ごしました。太平洋側の海に行く
のが楽しみです。スポーツはやるのも観
るのも好きなので、ぜひ誘って下さい。
濵田　恵利華　はまだ　 えりか
②高知市春野町③高知リハビリテーショ
ン学院④性格は打たれ強く、マイペース
だと思います。趣味はドライブやおいし

い物を食べることです。また、ウォーキ
ングなど身体を動かすことも好きです。
八井田　明子　やいだ　あきこ
②南国市③川崎医療福祉大学④学生時代
は『リアクション王』と呼ばれ、驚きす
ぎ、笑いすぎ、動きすぎと言われていま
した。表情が豊かという長所だと考えて
います。
彼末　和也 　かのすえ　かずや
②高知市③帝京平成大学④私の趣味は水
泳で、スクールに通いながら12年間続け
ていました。いつか一緒に泳ぎましょう。
中島　加梨　なかしま　かな
②大分県宇佐市③九州保健福祉大学④暇
があれば、友達と海や川に行っていたく
らいアウトドアが大好きなので、高知で
も良い所を見つけて行きたいと思ってい
ます。

近森オルソリハビリテーション病院     理学療法士

前列左から  井上  新哉　いのうえ　しんや
①近森リハビリテーション病院②徳島県
鳴門市③徳島県健祥会福祉専門学校④趣
味は海釣りです。カレイ、鯛、アジなど
が地元で釣れるので、特に冬場によく行
きます。スポーツは中学・高校ではバス
ケットをやっていました。
森下　南　もりした　みなみ
②中村市③土佐リハビリテーションカ
レッジ④海が大好きで、見るのも泳ぐの
も好きです。皆さん、仲良くして下さい。
野々宮　 優一　ののみや　ゆういち
②高知市③黒潮医療専門学校④皆様との
繋がりを大切に、一職員として邁進して
行きたいです。趣味は「イカ・シーバス」
釣りに行っています。
後列左から   中村　収　なかむら　おさむ
②岡山県③玉野総合医療専門学校④音
楽、ドライブ、ビリヤードなど様々な事
に興味を持っています。今後も趣味を増
やしたいので、ぜひ仲良くして下さい!
松本　章吾　まつもと　しょうご
②土佐市③松江医療福祉専門学校④貴院
では、専門学校で得た知識と謙虚な気持
ちで働きます。趣味は運動をすることで
あり、体調管理も怠らないようにします。
竹森　成美　 たけもり 　なるみ
②高知市③高知医療学院④初対面の方と
話すのは少し苦手ですが、人と話したり、
笑い合う事が大好きです。趣味は音楽鑑

賞です。その他、映画や読書も好きなの
で、多くの方と語り合いたいです。
飛鳥　誉夫　あすか　 たかお
②高知市③高知医療学院④私は以前、会
社員として一般企業で働いておりまし
た。その経験をこれからの仕事に少しで
もいかせたらいいなと考えております。

武内　周平　たけうち　しゅうへい
②高知市③土佐リハビリテーションカ

近森病院     作業療法士

レッジ④趣味は、
釣りとドライブで
す。今年はスノー
ボードにも挑戦
し、遊びと仕事を

両立して、日々成長していきたいと思っ
ています。
濵中　瞳　はまなか　ひとみ
②和歌山県③大阪医療福祉専門学校④散
歩が好きで、色々な所に少し迷いつつ出
掛けています。良いスポットがあれば、
ぜひ教えて下さい。

左から一列で   小松　由華　こまつ　ゆか
①オルソリハビリテーション病院②高知
③土佐リハビリテーションカレッジ④
色々なことに興味があります!仕事も遊び
も一生懸命やります!仲良くして下さい。
藤﨑　祐輝　ふじさき　ゆうき
②高知市③四国医療専門学校④高校時
代、空手でインターハイに個人、団体で
出場しました。趣味は、体を動かすこと
です。最近、藤崎マーケットの練習中で
す(ラララライ♪)。
曽根　俊　そね　すぐる
②愛媛県③徳島医療福祉専門学校④趣味
はサッカーとスノーボードで、特にサッ
カーは小学生の時からしていました。体
力には自信があるので、目一杯動こうと
思います。

藤原　 大輔　ふじわら　だいすけ
②岡山市③玉野総合医療専門学校④趣味
は音楽を聴くこと、ドライブ、ギターを
弾くことです。初めての一人暮らしで、
自炊に挑戦中です。すでに挫折ぎみです。
スポーツが好きです。
中平 　浩史　なかひら　ひろふみ
②土佐市③高知リハビリテーション学院
④笑うことと人と話をすることがとても
好きなので、気軽に話しかけてくれると
ありがたいです。趣味は体を動かすこと
が好きで、スポーツをすることが好きです。
中田　貴大　なかた　たかひろ
②徳島県阿南市③徳島医療福祉専門学校
④趣味はボウリングとUFOキャッチャー
で、専門学生の時に友達と毎週行ってい
たため、スコアのアベレージがぐんぐん
上がっています。UFOキャッチャーは、
どうやって取るかをイメージするのが面
白いので没頭しています。またソフトテ
ニスを6年間していたので、瞬発力や視
野の広さにも自信があります。が、一つ
のことに没頭すると他に注意が向かない
のが欠点なので、柔軟な対応を身につけ
ていきたいと思います。

近森リハビリテーション病院     作業療法士
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左から一列で  
秋森　有美子　あきもり　ゆみこ
②幡多郡③土佐リハビリテーションカ
レッジ④仕事も遊びも色々なことに挑戦
したいと思っています。仲良くして下さい。
岡本　仁　おかもと　ひとし
②山口県③山口コ・メディカル学院④初
めての一人暮らしなので、健康管理に気
をつけて、早く高知での生活に慣れて、
高知での生活を楽しみたいと思います。
岩﨑　美沙　いわさき　みさ
②高知市③土佐リハビリテーションカ
レッジ④高知生まれ高知育ちの生粋の土
佐っ子です !動物が大好きで、文鳥の桜
とオカメインコの杏を飼っていて、2羽
の成長を楽しんでいます。
窪内　玲奈　くぼうち　れな
②高知市③高知リハビリテーション学院
④私の口元にはホクロがあります。一生
食べるコトには困らないそうです。食べ
るコトは大好きなので、顔と一緒に覚え
て下さい。
大内　未悠　おおうち　みゆ
②愛媛県③九州保健福祉大学④私はドラ
イブなど、外へ出かけることが好きです。
高知のいろいろな所へ行って、いい所を
たくさん見付けたいです。
大西 　千尋　おおにし　ちひろ
②愛媛県③愛媛十全医療学院④マイペー
スですが、バスケットをしていました。
他のスポーツにも挑戦して、趣味を増や
したいと思っています。

近森リハビリテーション病院
作業療法士
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● 5月 の 歳 時 記 ●

　クレマチスは別名テッセンとも呼ば
れ、日本人好みの端正な花容で江戸時代
以降栽培されています。ただし現在栽培
されているものはヨーロッパで品種改良
されたものが基になっています。品種や
花色も豊富で垣根やフェンス、ポール仕
立てや行灯づくりなど色々な形で栽培さ
れています。 花言葉は「高潔」。
　我が家の庭も色とりどりの花でにぎ
わっていますが、クレマチスの美しさが
いっそう庭を引き立ててくれています。

（キンポウゲ科、
クレマチス属の宿根草）クレマチス

文  近森オルソリハ病院看護師 岡 林 篤 子

　「呉牛、月に喘ぐ」の諺にもあるように、
思い過ごして取り越し苦労が多い私を、気
付いてみれば、周囲の仲間がしっかり支え
てくれていた。何と贅沢な身分。
　4月に新入職員を迎え、堂々とした今ど
きの若者を前に「医療安全の取り組み」の
プレゼンを終えた今からが今年の勝負。今
年こそ、と長い間トライ&エラーで抱えて
きた課題にいま、火種が点こうとしている。
　先ずは、戦略会議がスタートを切った。
「抱え込まず、建設的にシステマティッ
クに」がテーマである。時に怒り、時に
涙しながらも、物言える関係性のなかで成
長させていただきたいと考えている。そし
てもう一つ。いま、私の机の前には「仁美ちゃ
ん」の背中がある。仁美ちゃんは、診療情
報管理室に今春配属されたピカピカの1年
生。何やかやと、医療安全委員会の仕事を
手助けしてくれる嬉しい仲間が増えた。とっ
ても嬉しい。

医療安全シリーズ⑬

（医療安全担当看護師長  青木千利）

抱え込まないで

乞 応
援

♥
昇格の抱負です。

　このたびのお話をいただき、「肩書きばかりが
大きくなって、私にどんな仕事ができるのだろ
うか?」という不安まじりの気持ちと、「あ~私
ももうそんな年齢になってしまったんだ」とい
う複雑な気がしました。
　近森病院に赴任してまる9年が経ち、私の医
師生活の約半分をここで過ごしてきたことにな
りました。良い意味でも悪い意味でも「慣れ」
が生じてきたのは否めません。今回の部長就任
に際しては、惰性に流されないようにとの戒め
と受け止めてやっていきたいと思っております。
　また、昨今、女性医師あるいは女子医学生が増加していますが、近森病院の
ような忙しい救急病院では女性医師、とくに家庭を持っているとやっていけな
いのではないかといった不安も聞かれます。そういう方々に対して、私がこう
して仕事をしていることで、少しでも何かの指標になれればと感じています。

消化器内科部長  青 野  礼

烈
熱

私のなかの戒め

　部長を拝命しました。といっても
諸先輩方は皆健在で回りの風景は同
じですし、急に仕事が変わったわけ
でもありません(むしろ若いDrが減
って旧来の仕事が増えそうな気配で
すが…)。まぁあまり意識をせず(少々
のことでは肩に力が入らないのがい
いところ？）ひとつひとつ仕事を
して、若い人たちにももっと係わ
っていけるよう努力したいと思います。ただ、もうそんなトシになったかと少々
狼狽しています。トシに見合うだけの中身が伴っていないので、もっと本を読
んだり音楽を聴いたりする時間を持って、仕事以外のことはろくに知らない状
況から抜け出せるようにしたいなと考えています。

循環器内科部長  窪 川  渉 一

トシに見合う中身の…

お 知 ら せ

画
千光士可苗

 「第 51回地域医療講演会
                      ・医療安全セミナー」
平成 20年 6月 6日 ( 金 )18:30~
 高新文化ホール
　あなたは、インスリンのこと
            本当に知っていますか ?
~明日から あなたが アドバイザー ~
第 52回地域医療講演会
平成 20年 6月 21日 ( 土 )13:00 ～
 高知市文化プラザかるぽーと・大ホール
　「聞いてみませんか ? 今どき、これ
からのメンタルリハビリテーション」
　　　　～統合失調症について～
     講 師 国立精神・神経センター 
                           菊池安希子 先生



10 No.262／5月号

乞 熱 烈 応 援
♥

　整形外科統括部長を拝命いたしまし
た。と申しましても現実には呼び名が
変わっただけで日々の業務内容が変わ

　4年ぶりに帰ってきました。
　2001年から3年間、この近森病院で
外傷治療を中心に充実した日々を送っ
ていましたが、その後、東京で関節疾
患の勉強を1年、そして高知に帰って
から3年間大学で慢性疾患やスポーツ
傷害、さらには病棟医長を務め、病院
としてのマネージメントに携わるなど、
外傷以外の分野も幅広く見渡す経験を
したことで整形外科医として少し成長
できたように思っています。ただその
中でも外傷治療への思いは消えること
なくかえって増す一方でした。
　いま4年ぶりにこの現場に戻ってき
て、前にも増してスタッフの皆さんの
熱気を肌身にジンジン感じているとこ
ろです。ただその熱気に負けまいとし
て指示を出していると、古いやり方だ
ったりして冷ややかな目で見られるこ
とが多々ありますが、まだまだ「新人」
ですので温かく見守ってやっていただ
けませんか。そのうち「使えるヤツ」
になりますから。

　東京で生まれて群馬大学に入学し、
医者になって群馬・埼玉・東京・高知
の病院に勤務して、そこでそれぞれ何
年間か生活しました。今回高知に住ん
で感じたことの1つが自転車で走りや
すいことでした。高知は平地が少ない
ので道幅は群馬・埼玉と比べると狭い
のですが、古い道でも歩道と車道の間
の段差があまりなく、あったとしても
なだらかなスロープになっていてガタ
ガタせずに運転できるところが多いよ
うに感じました。
　考えてみると自分が3回も近森病院
を勤務先に選んだ最大の魅力は、病院
の各部署間の段差が低くて横のつなが
りがスムーズで、仕事がしやすいこと
でした。今回、部長という敷居の高そ
うな役職名をいただきましたが、より
敷居を低くして皆さんとともに診療に
励みたいと思います。

　最近、デジタル一眼レフカメラで写
真を撮るようになった。持つ機器は素
晴しく良くなっても、それに見合う写
真を撮ろうという気持ちが強すぎると、
その気持ち自体が邪念となって一向に
うまくいかない。コンパクトカメラで

「あっ、この光きれいだなっ !」と、思
った瞬間にスナップしたものの方がよ
ほど良かったりする。特に人を相手に
する時には被写体とのコミュニケーシ
ョンが大事で、心が通じないと良い写
真は撮れない。そのためにも、かしこ
まらないコンパクトカメラの方が良か
ったりする。
　このたび、麻酔科部長を拝命し身の
引き締まる思いではあるが、これまで
通り楠目部長と協力し、各科間の橋渡
しをして、手術場のマネージメントが
できれば、と考えている。
　「コンパクトカメラの心境で」である。

整形外科統括部長  衣笠  清人

当科をグローバルに るわけではございません。ただ統括と
いう言葉を広辞苑で引きますと「別々
になっているものをまとめてくくるこ
と。統べくくること」とあります。
　したがって、今後は医員の数も増え
ていく中で、いろいろなパーソナリテ
ィの人たちの集合体を円滑に機能させ
る役目に重点を置くように、という意
味合いもあるのかなという風に理解し
ております。ともあれ私の第1の目標
は今までと同じで、年間2000例以上の
手術数を達成することであり、さらに
今年は当科をグローバルに発展させる
ことであります。そのためにスタッフ
や若い人たちとさらに一層力を合わせ、
これからも努力していきたいと思って
おります。関係各所の皆様、今後とも
整形外科診療へのご援助ご協力のほど
何卒よろしくお願い申し上げます。

コンパクトカメラの心境で

昇格の抱負です。

麻酔科部長  畠中  豊人

整形外科科長  上田  英輝

帰ってきた厚かましい新人

　早いもので、高知・近森病院に再び
舞い戻ってから一年が過ぎました。あ
っという間の一年でした。前回（6年前）
は大学の人事で一年のみ。今回も大学
の人事ではありますが、希望が叶いしば
らく近森にいられることとなりました。
　まだまだ修行の身ではありますが、
年月の経過とともに年齢・経験も少し
ずつ積まれ、ただいま熟成・売り出し中。
　いつでも声をかけてください。まだ
まだ青く、科長とは何とも気恥ずかし
い限りですが、外科の体制はこれまで
同様です。これからもよろしくお願い
いたします。

外科科長  坪井  香保里

ただいま熟成・売り出し中

敷居が低い？

外科部長  八木  健
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　当院の総看護師長の最たる役割は、
「急性期と回復期の連携の窓口」です。
急性期から患者さまのご紹介をいただ
き、急性期病棟に足を踏み入れるよう
になり、これまでずっと近森リハ病院
の建物の中から窓の外を眺めていたよ
うに感じています。とくに急性期の看
護師長・主任さんをはじめ、スタッフ
の皆さんの快いコミュニケーションに
は感動!もので、看護の素敵さを感じず
にはいられません。
　また、急性期にいらっしゃる患者さ
まの状態から、当院のスタッフの手で
その回復を援助していく様子をイメー
ジし、当院の役割や遣り甲斐を感じら
れるのも、当院を支えるスタッフの力
があればこそ !と頼もしく感じていま
す。「コミュニケーション」、「透明性 (

　昨年5月に9年のブランクを経て臨
床現場に復帰し、11月にリハ病院に異
動してきました。病棟師長として東西
ユニット60床の担当と、教育担当師長
として早速新人研修に携わることとな
り、右往左往する毎日です。まさに、「師
長業務とは?」からのスタートで、地に
足が着いていない状態ですが、患者様
がこれからの人生を少しでも自分らし
く豊かに過ごすことができるよう、ま
たスタッフ一人ひとりとチームが最大
限に力は発揮できるよう、病棟の環境
づくりをすることが私の役割かなぁと
漠然と考えているところです。
　患者様と職員の皆さんに教えていた
だきながら頑張っていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年6月、リハ病院に就職しあっと
いう間に過ぎた師長心得の10ヵ月間
でした。スタッフに迷惑をかけながら、
看護主任にも迷惑をかけながらどたば
たと過ごしてきました。とにかく分か
らないことが多く落ち着かない状態で
した。
　春からは、看護師長となりました。
今までの10ヵ月間は、自分が慣れるの
に精いっぱいでしたが、これからは患
者さんのことはもちろんスタッフの状
況も少しずつ把握していきたいと思い
ます。リハ病院では、各病棟看護主任
が中心になって病棟運営を行ってくれ
ていますが、手助けができるようにが
んばりたいと思います。
　また、自分に自信がないことには自
信がある私ですが、今年度は色々な勉
強をする機会を与えていただいている
ので、自分のプラスになるだけではな
く現場で活かすことができるように、
スタッフや患者さんに還元できれば、
と思っています。

　近森会に入職して11年目に入りまし
た。入職3年目に診療情報管理士の資
格を取得させていただき、管理士とし
て現部署に配属後、6年目になります。
　この間、管理部の組織改革、DPC(診
断群分類別包括評価)、電子カルテ導入
など様々なことがありました。
　とくにDPCでは調査協力開始当時か
ら業務に携わり、現在でもDPC対象病
院として相応しいデータ精度管理を心
がけて日々業務に取り組んでおります。
　今後は、DPCデータをはじめとして
診療現場への診療情報のフィードバッ
クの重要性が益々増してくると感じて
おり、管理士としてこれまで以上にス
キルの向上に努め、多くの情報にアン
テナを張り、診療情報管理の精度向上
に努めていきたいと思います。

　早いもので私
も入職16年目
になります。入
職時には医療情
報室 (現企画情
報室 )には豊島
室長以下、福
島さん、武内さ
ん (現武内経理
課長 )と私の4
名が在籍してい
ました。当時は
汎用機全盛の時
代でコンピュー

　最近、高知新聞の漁
すなどり

の詩
うた

に触発され
て枯節がマイブームです。枯節とは黴
を生やした種類の鰹節です。
　私はコーヒー豆をミルで挽く感覚で
削って利用しています。味噌と削りた
ての枯節を湯飲みに入れお湯を注いで
葱を入れただけの味噌汁ですら、鼻腔
をくすぐる素晴らしい香りと味にうっ
とりします。鰹節文化は、日本の食の
基本。これからも基本の感動を満喫し
ていきたいと思います。
　このたび、医事課長代理という過分
な役割にチャレンジする機会をいただ
きました。診療支援部の一員として枯
節でとったダシの如く味のある仕事が
できればと考えています。
　近森会グループが患者様にさらに支
持される組織であり続けることができ
るよう努力する所存です。

誰にもみえるように)」を目標に自然体
でいきたいと思います。

タシステムも医事システムを中心とし
ていましたが入職当時のスタッフは今
では私のみとなってしまいました。こ
れまで、2000年問題を機に汎用機から
クライアント・サーバ方式への切替と
医師によるオーダリングシステム導入、
ハードウェアの更新、電子カルテシス
テムの導入等を経験させていただきま
した。何れも大変なイベントでしたが
貴重な経験を積むことができました。
　今年10月には電子カルテシステムの
レスポンスアップを図るべく、サーバ
のハードウェア更新、及び電子カルテ
システムバージョンアップを予定して
います。臨床の先生方をはじめ、各部
署のスタッフの協力を得ながら企画情
報室各スタッフが120%能力を発揮で
きるように努めたいと思います。

医事課長代理  木村  徹

枯節でとったダシの如く…
診療情報管理室 室長代理 

佐々木　昭典

企画情報室 室長代理   長山  信夫120％で…

近森リハビリテーション病院   

寺山　みのり
急性期と回復期の窓口

2 階病棟看護師長   松木   里江
総看護師長 私なりの病棟環境づくり

4 階病棟看護師長  岡村   奈保
学んだことを還元する

左
か
ら
松
木
師
長
、
寺
山
総
師
長
、
岡
村
師
長

▲

後
ろ
に
木
村
さ
ん
、前
の
左
が
佐
々
木
さ
ん
で
右
が
長
山
さ
ん

▲多くの情報にアンテナを…
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人 の 動 き
○人事通知
1. 診療部◆ 4月 1 日付、整形外科統括
部長・衣笠清人、麻酔科部長・畠中豊人、
消化器科部長・青野礼、 循環器科部長・
窪川渉一、外科部長・八木健、整形外科
科長・上田英輝、外科科長・坪井香保里。
2. 看護部◆ 4月 1 日付、近森リハビリ
テーション病院総看護師長・寺山みの
り、看護部看護師長・岡村奈保 ( リハ
病院 4階 )、松木里江 ( リハ病院 3階 )、
看護部主任・村田美和 (ER・一般外来 )、
武市さおり (リハ病院 3東 )。
3. 管理部◆4月1日付、総務部経理課長・
武内章二、診療支援部企画情報室室長代
理・長山信夫、診療支援部診療情報管理
室室長代理・佐々木昭典、診療支援部医
事課長代理・木村徹。
○人事異動
1. 診療部◆ 4月 1 日付、大野尚徳・本
院整形外科→オルソリハ病院、片山直
志・オルソリハ病院→本院整形外科。
2. 看護部◆ 4月 1 日付、半田節、安光
恵美・ER/ 一般外来→放射線科、矢野智
世・ER/ 一般外来→ 6東、町田清史・放
射線科→ ER/ 一般外来、吉本典子・放射
線科→内科、井上悟・放射線科→ 6西、
西森明美主任、濵田麻衣・手術室→リハ
病院 4西、沖律子師長、吉村千冬主任・
CCU → ICU、工藤淑恵師長、公文薫主
任→ ICU→ CCU、岡﨑継・HCU→ ICU、
坂本裕志・HCU→オルソリハ病院 4階、
田中順子、吉村絹子・3西→オルソリハ
病院 4階、小崎隆・3西→ II-3、岡本充
子師長・4東→ 5東、山下佐和師長・6
東→ 6西、戸田直子・6東→ ER/ 一般外
来、平田絢子・6西→ ICU、増田千恵師長・
リハ病院 2東→リハ病院 3階、松木里
江師長・リハ病院 2西→リハ病院 2階、
澤田みさ・リハ病院2西→リハ病院4東、
大橋映子・リハ病院2西→リハ病院3東、
岡村奈保師長・リハ病院 3階→リハ病院
4 階、久保有里・リハ病院 3 東→ II-3、
藤岡瑛子・リハ病院 3西→ II-3、森岡知
子・リハ病院 3西→リハ病院 2東、那
須ちか子・リハ病院4東→リハ病院2西、
間城小百合・リハ病院 4西→リハ病院
3東、土居佳志恵・リハ病院 4西→オル
ソリハ病院 6階、萩原博主任、堀尾恵、
吉岡三貴・II-3 → II-4、竹内貴博・II-3 →
II-5、尾﨑博世・II-4 → II-3、中越裕美・
II-4 → II-5、田上健太・II-5 → 3 西、森仁
美・II-5 → CCU、澤田智恵、筒井ますみ、

（敬称略）

編 集 室 通 信
▼レイアウトの腕前のせいにしたくはあり
ませんが、また今号も誌面が賑やか過ぎま
すか？　『ひろっぱ』を眺めると、元気が
出る！とはよく云われてますが・笑（乙女）

                    3 月の 退職者
◆ 15日付、岡本豊・CCU看護師、武内
美佳・3東看護師、矢野まゆみ・5西看
護師、和泉有紀、慶田元亜香・6西看護
師、岡林佐枝子・II-5 看護師、三島利和・
訪問リハビリテーションちかもり理学
療法士、藤本友美・リハ病院言語聴覚士。
◆ 18日付、谷内純野・3西看護師。
◆ 31 日付、安田雅春・泌尿器科科長、
鄭明守・整形外科科長、北村亜以・整形
外科医師、今井龍一郎、南大輝・循環器
科医師、岩崎衣津・麻酔科医師、小笠原
貞信・リハビリテーション科医師、渡邉
真里子・精神科医師、枝川永二郎、大槻
祐喜、三宅千智・初期研修医。 桑原理沙・
手術室、岸田利恵・3東看護師、門脇ゆ
い・3西看護師、川田葵・4東看護師、
岡本紀子、中澤布美、松本麻理、吉田笑
美佳・4西看護師、矢野めぐみ、國澤千晶・
6西看護師、森本雅史、渡邉千寛・リハ
病院 3東看護師、森本美和・リハ病院 3
西看護師、大石早百合・リハ病院 3東
介護福祉士、瀧石佳世、上岡智佐・リハ
病院 4西介護福祉士、井土 `貴史・本院
画像診断部、中谷知生、島田和加子・リ
ハ病院理学療法士、三島利恵・訪問リハ
ビリテーションちかもり理学療法士、青
木優美、内田満、山橋直美、藤原美和・
リハビリテーション病院作業療法士、岡
真人・訪問リハビリテーションちかもり
作業療法士、岡﨑裕香・本院言語聴覚士、
宮岡志奈・リハビリテーション病院言語
聴覚士、和田さやか・本院ソーシャルワー
カー、市村美保・リハ病院ソーシャルワー

（敬称略）

・ATLAS OF VASCULAR SURGERY SECOND 
EDITION / CHRISTOPHER K.ZARINS(他著 )
・最新整形外科学大系9 周術期管理、リ
スク管理、疼痛管理 / 糸満盛憲(専門編集)
・がん患者の心身医療 / 筒井末春 (監修 )
・画像診断のための正常解剖図譜 CT・MRI
等の断層画像を中心に / 前原忠行 (編著 )
・21世紀の消化管がんの内科治療 -現況
での問題点の総括と展望 - / 藤盛孝博 (他
編集 )
・わかりやすい脳脊髄のMR・CT 診断の
ポイントと症例集 / 宮上光祐
・画像よりみた脳神経外科的疾患 -その
診断過程と治療成績 - / 坪川孝志
・臨床医のための腹部血管造影・IVR / 藤
盛孝博 (監修 )
・これだけは知っておきたいこと    Do&
Don't - すべきこと、してはならないこと
- / ModernPhysician編集部 (編集 )
・自殺予防マニュアル [第 2版 ] 地域医
療と担う医師へのうつ状態、うつ病の早
期発見と対応の指針 / 西島英利 (監修 )
・やる気 !攻略本 / 金井壽宏
・第38回日本看護学会論文集 (成人看護
I) / 日本看護協会 (編集 )
《寄 贈 本》
・続・救急車とリハビリテーション 高知
から長崎へ 回復期リハ病棟への熱い想
いをかたちに / 栗原正紀
・臨床看護実践能力育成に関する研究 -
先輩看護師が後輩看護師を育成する力の
構成要素とその影響要因 平成 18年度修
士論文 / 松永智香
・高知アララギ双書15 歌集 呼びくるる
声 / 小松もとみ
《別冊・増刊号》
・からだの科学 増刊 これからの管理栄養
士 / 吉池信男 (他編集 )
・別冊医学のあゆみ アルドステロン研究
の新展開 / 飯利太朗 (編集 )
・別冊医学のあゆみ 性差医学・性差の背
景を探る 遺伝子・ホルモン・環境 / 天野
惠子 (編集 )

図書室便り（管理棟図書室                     3 月受入分）

佐々木和子・オルソリハ病院4階→3西、
西村早苗、中山紀子、岡林篤子・オル
ソリハ病院 4階→オルソリハ病院 5階、
西野美代子、中平寿美・オルソリハ病院
5階→オルソリハ病院 4階、濱田裕子・
オルソリハ病院 5階→ 3西、山口佳重・
オルソリハ病院 6階→ 3西。
3. 介護部◆ 4月 1日付、中屋吉博・6西
→リハ病院 3東、井内賢司・リハ病院 2
西→リハ病院 4東、山田道代・リハ病
院 3東→ II-3、堀内航介・リハ病院 3東
→ II-5、國友経匡・リハ病院 3西→リハ
病院 2東、南博人・リハ病院 3西→リ
ハ病院 4 西、田村恵美、新井佐和子・
リハ病院 4東→リハ病院 3東。 
4. 作業療法室◆ 4月 1日付、織田靖史・
第二分院精神科→パティオ精神科、大熊
将平・第二分院精神科→メンタルクリ
ニックちかもりデイケア精神科。
5. 医療福祉部医療相談室◆ 4月 1日付、
曽根宏一郎・第二分院→地域生活支援セ
ンターこうち、藤原知子・メンタルク
リニックちかもり→地域生活支援セン
ターこうち、久武稔幸・地域生活支援セ
ンターこうち→援護寮まち、刈谷友美・
援護寮まち→本院、大原隆志・高知市北
部地域高齢者支援センターえのくち→
高知市障害相談支援センターちかもり。

２
０
０
８
年
３
月
の
診
療
数

企
画
情
報
室

近森会グループ
　外来患者数
　新入院患者数
　退院患者数
近森病院
　平均在院日数
　地域医療支援病院紹介率
　救急車搬入件数
　　うち入院件数
　手術件数
　　うち手術室実施
　　　うち全身麻酔件数

17,354 人
802 人
808 人

15.12 日
86.55 %
431 件
225 件
374 件
234 件
148 件

おめでとう
ご結婚
◆ 3月 30日、濱田美鈴さん (6西看護師 )
が尾﨑弘章さんと。
◆ 2月 29 日、大家直美さん ( 訪問リハ
ビリテーションちかもり理学療法士 )が
松本和也さんと。

カー、仲地亜子・地域生活支援センター
こうちソーシャルワーカー主任、山口友
美・ケアマネージャー。
○ 4 月 1 日より高知ハビリテーリング
センターへ。上田真弓・地域リハビリテー
ション部室長、田村キミ子・近森リハビ
リテーション病院総看護師長兼副院長、  
弘田精二・II-3 介護福祉士、切詰文康・
メンタルクリニックちかもり介護員、 片
岡裕美・高知市障害者支援センター近森
ソーシャルワーカー、野村禮治・総務部
施設用度課。


