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近森会グループ

　世界中で大規模地震が頻発して、次の
南海地震の発生が、ますます現実味を帯
びてきました。 次の地震はマグニチュー
ド8.4規模で発生し、高知県内は震度5
強から6強（一部では震度7）という強
い揺れとそれに伴う津波が予想されてい
ます。
　近森病院は平成９年から高知県災害医
療対策本部高知支部の災害支援病院とし
て指定されて活動してきました。災害支
援病院は救護病院や一般の医療機関から
の負傷者を受け入れ、災害医療を支援す

ることがその役割で
した。そのため院内
での防災訓練、多数
傷病者受け入れ訓練を行なうとともに、
高知県・高知市総合防災訓練に積極的に
参加してきました。また、災害医療援
助チームであるDMATも3チームが研
修を受け、7月31日には高知県と高知
DMAT協定が締結されました（詳細は『ひ
ろっぱ』278号1面に）。
　それに加えて、今回、平成21年９月
11日付で高知県より、医療法人近森会
　近森病院は災害拠点病院の指定を受け
ました。 
　災害拠点病院とは「災害時における初
期救急医療体制の 充実・強化を図るた
めの医療機関」であり、24時間いつで
も災害に対して緊急対応でき、 傷病者の

JICA国際緊急援助隊救助チーム
　救助チームは地震災害などで生き埋
めとなった傷病者を救助することを目
的に、救助隊員は警察庁・消防庁・海
上保安庁の3庁から組織されています。
医療班は救助隊員の健康管理および傷
病者の緊急治療のために医師・看護師
5名が帯同しました。

捜索活動開始は派遣通知の翌日
　地震発生の翌日である 10月 1日昼
に派遣決定の通知が届き、急ぎ成田空
港に向かい派遣メンバーと合流し、同
日の 23時頃に成田空港からジャカル
タに向かいました。
　10月2日午後（現地時間）に被災地で
ある西スマトラ州パダン市【※次頁へ】

受入れが可能な体制を有する病院で、被
災地内への医療救護班の派遣など、災害 
救護活動において中核を担う役割をもっ
ているとされています。大規模地震など
では多数傷病者を受け入れ、入院が予想
され、多数の簡易ベッドなどの備蓄が必
要になってきます。
　これまで以上に災害医療に重要な役割
を担うことになり、職員の災害医療に対
する意識のさらなる向上が必要になって
います。

災害拠点病院の指定

スマトラ沖地震への
救助チーム活動報告

山本  彰

井 原  則 之

近森会グループ 災害対策委員会  委員長

銀杏の葉
●11 月の歳時記●

文●近森リハ病院 臨床栄養部

鈴木  香代

イチョウ科イチョウ属

スマトラ沖地震で倒壊した家屋の捜索に当
たる緊急援助隊のようす。この援助隊に近
森病院DMAT隊員の井原則之 ER科長も加
わった。近森病院には 2007 年 4月から 3
チーム16名の隊員が組織されている。
詳細は下段で。

　日本時間で 2009年 9月 30日（水）19時 16分に発生したス
マトラ沖地震に対して、10月 1日から 8日まで、JICA 国際緊
急援助隊救助チームの一員としてインドネシアに出動しました。
　派遣にあたり、院内スタッフ皆様からの多大なるバックアッ
プをいただいたことを感謝するとともに、受診にいらした皆様
にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

近森病院 ER（救急センター）科長

　この時期、紅葉も良いですが、イチョ
ウの黄金色も、私達に秋らしさを感じさ
せてくれます。詩人ゲーテは、2枚の葉
がひとつに結ばれているように見えるイ
チョウの葉を男女の愛の象徴と見ました。
彼は自宅の庭に植えていたイチョウの葉
を添えて、愛する女性に詩を贈ったそう
です。皆さんも大切な人に贈ってみませ
んか？（※イチョウの種子が銀杏 •ぎん
なん。但し、木自体も「銀杏」と書き、
この場合は「イチョウ」と読みます）。

　この時期、紅葉も良いですが、イチョ
ウの黄金色も、私達に秋らしさを感じさ
せてくれます。詩人ゲーテは、2枚の葉
がひとつに結ばれているように見えるイ
チョウの葉を男女の愛の象徴と見ました。
彼は自宅の庭に植えていたイチョウの葉
を添えて、愛する女性に詩を贈ったそう
です。皆さんも大切な人に贈ってみませ
んか？（※イチョウの種子が銀杏 •ぎん
なん。但し、木自体も「銀杏」と書き、
この場合は「イチョウ」と読みます）。
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求められる災害医療に対する
　　　職員の意識のさらなる向上
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　学生として看護の道を歩み始めた
のは確か昭和の終り、聴診器にも
その頃めぐり会ったのを覚えている
が、当時のユニホームはジャージに
トレーナーであり、白衣に聴診器と
いう抜群の相性とは異なり少し違和
感があった。
　配属になった科から自身の看護ス
タートは「身体」でなく「心」寄り
であったこともあり、身体の音を聞
く機会が他科に比べ少ないためか、
聴診器にまつわる記憶は「違和感」
としか蘇ってこない。しかし聴診器
を使う機会が少なかったからといっ
て、自宅の聴診器も子どものおも
ちゃになっているからといって、何
も聞いていなかった訳ではない。
　今まで多くの患者さんと出会い、
いろんな人生や心の声を聴くことが
できた。「何故このような行動をと
るのだろう？」と分からず悩んだこ
とも気付くことができるようになっ
た……と思っている。
　その分、年もとり今では首に聴診
器ではなく磁気ネックレスが欠かせ
なくなってしまったが、これからも
心の声を聴き取れるように聴心器を
ぶら下げ、日々の関わりから違和感
を感じ取り心の看護に役立てていき
たい。

と 私

【※前頁より】に入り、夜通し
での捜索活動を開始しました。
残された24時間が勝負！
　地震災害などでの重傷な怪我
や生き埋めとなった人は、72
時間以内の救助・治療が一つの
ボーダーラインとされていま
す。現地に到着したのが発災後
48 時間であり、そこから 24
時間での活動が最も重要視され
ていました。
医療班として、頑張りました。
　倒壊したホテル、ショッピン
グセンター、学校などを、日本
から持ち込んだ生存者確認の機
材と手足を駆使して捜索活動を
行いましたが、残念ながら生存者の発
見には至りませんでした。
　医療班として、私は救助現場まで出
向くこともあれば、ベースキャンプで
食事を作ったり、仮設トイレの整備・
掃除をしたり、救助隊員の傷や疾患の
治療をしたり、自分が出来ることを頑
張ってきました。救助犬に点滴も行い
ました。
　パダンは赤道付近に位置し、高知の
真夏に相当する環境でした。救助服

の下で、汗が滝のように流れ続ける中
での活動（シャワーなど望むべくもな
く）でしたが、頭と身体を駆使して精
いっぱいの活動が出来たと思っており
ます。現地の人々から「thank you」「あ
りがとう」「Terima kasih」と繰り返し
声をかけられたことはとても印象的で
した。 
　亡くなられた方のご冥福をお祈りす
るとともに、被災地の早期復興を祈念
します。
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脱水症状を起
こした救助犬
への点滴も行
ないました

　沖縄県浦添市内で、地域の中核病院の役割を担う浦添総合病院は、
総病床数 302 床の 24 時間救急病院で、地域医療支援病院、臨床研修
指定病院でもあります。田中桂子看護部長が看護管理者研修にみえ
られましたので、『ひろっぱ』にも寄稿をお願いしました。

　沖縄県の浦添総合病
院から研修で来ました
田中桂子と申します。
近森病院には職員の人
事交流等を通していろ
いろとお世話になって
おります。今回は新米
看護部長の研修までお
願いしてしまいました
が、快く引き受けてい
ただき本当に感謝して
います。
　研修中は近森理事長、梶原統括看
護部長や久保田看護部長をはじめ
として、職員の皆様に大変お世話に
なりありがとうございました。
　看護管理者としてのあるべき知
識・判断・態度・行動についての多
くを学ばせて頂きましたので、自院
で研修の成果をどう生かしていく

かが今後の課題です。
　高知県と沖縄県は温暖
な気候と気さくな人柄が
共通していると思いまし
た。短い研修でしたが高

知弁が移ってしまうほど、居心地の
いい高知県と近森病院でした。帰沖
の際にお土産にいただいた ｢芋けん
ぴ ｣があまりにもおいしく、その後
宅配発注して手に入れた芋けんぴ
を、職員皆で囲みながら近森病院を
なつかしんでいます。今後ともよろ
しくお願い致します。

ようこそ看護管理者研修に♥

違和感違和感
近森病院  第二分院 5階病棟

看護師長 萩 原  博

看護部の制服が替わりました！
　これまで６年間慣れ親しんだ看護師
の白いユニフォームが、この10月 12
日から、斬新でカラフルなユニフォー
ムに、とうとう変更になりました。
　カラーは４色あり、赤と紫＝師長、
ピンクとグリーン＝スタッフ、グリー
ン＝手術室という色分けがなされてい
ます。
　病棟の看護師＝白衣といったイメー
ジを打破して決定した新ユニフォーム
は、「すごくいい！」と「あんまり着た
くはない！」とで意見が完全に分かれ
ていました。ところが、実際に着てみ
ると、「かなり軽くて、着心地が良いの
で動きやすくて好ましい！」「見る側も
元気になる！」などの意見が増えたの
で、今回の選定に至りました。
　カラフルなユニフォームに負けない
よう、私たち自身も元気に生き生きと
働きたいと思います。
　患者さんのご意見が、ちょっと気に
なる今日この頃ですが……（笑） 

ユニフォーム委員会委員長
近森リハビリテーション病院3階東病棟師長   竹 村 和

わ か

芳

キラリと光る看護
老人看護専門看護師 （後列左から 3番目）岡 本  充 子

難しい高齢者の終末期を過ごす場の調
整を行った事例
④認知症高齢者の持てる能力を評価
し、認知症高齢者の思いを代弁しなが
ら調整を行った事例
　について四人の老人看護専門看護師
が報告し、有終の美を飾る終焉の時を
いかに創るかについて意見交換を行い
ました。
　その中で “よく生きることはよく死
ぬことにつながる”、“死” について語
る場が必要、といった意見も出されま
した。死は避けられないことであり、
今後も老人看護専門看護師として、よ
りよく生きてもらえるような看護、残
された家族や関わったスタッフにとっ
てよい余韻が残るような看護を提供し
ていきたいと思います。

　2009年9月26日（土）、27日（日）
日本老年看護学会第14回学術集会が
開催され、老人看護専門看護師主催で
『大往生の創造～看取りびとへの道～』
として交流集会を開催しました。
　専門看護師には六つの役割（実践・
相談・調整・倫理調整・教育・研究）
があり、今回の交流集会では、この役
割を切り口にして、
①高齢者本人の意向を大事にしなが
ら、日々のケアをいかに苦痛を与えず
行い、人間らしい姿で最期が迎えられ
るようにするのかを考え実践した事例
②老いを踏まえた看取りの意識をもっ
てケアが実践できる ようにスタッフの
成長を支えていった相談事例
③高齢者の伴走者として高齢者本人や
家族の思いを汲み取りながら、予測の

P a r t  2看護部

「看取りびとへの道」の交流集会開催

有終の美を

飾る終焉の

時をいかに

創るのか

CCUでミニカンファ中、左は久保田看護部長

全国から集った老人看護専門看護師の皆さん

ICU でのひとこま、左端は西本看護師長

電子カルテを見ながらミーティング電子カルテを見ながらミーティング
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川 添  曻

管理部長の
ヘルシー美食 12こだわり

　四季を色で喩える
と、春は青（青春）、
夏は赤（朱夏）、冬は
黒（玄冬）、そして秋
は白（白秋）である。
　川は激しい流れの上
流から中流で田畑を潤
おし、やがて河口に達する下流が終
わり、海に出る。
　Ｓ .ウルマンの「青春とは人生のあ
る期間を言うのではなく、心の様相
を言うのだ」と言ってはみても、ど
う考えても私は今はもう白秋であり
川ではなく河口域に達していると思
う。でも食べ物の美味しい季節であ
り豊かな魚達が棲息する汽水域でも
ある。豊かな人生の楽しみはこれか
らだと期待している。
　毎月超簡単なレシピで貴重な誌面
を使ってしまっているが、お許しいた
だきたい。今回は、さっぱりと……

〈 作り方 〉
①小さめの海老（ブラックタイガー）
の背ワタを取って、５分ほど塩ゆでし
②ガラス皿の上に貝割れ菜を敷き、
③その上に冷まして殻をとった海老
を盛りつけ、
④オリーブオイルに塩コショーを
少々と、スダチを絞り③にかける。
味はお好みで。
〈 食す 〉
　スダチの香りと酸っぱみと貝割れ
の辛みがとても海老にマッチする。口
の中は「早くワインを」と矢のよう
な催促。最近は千円前後でも結構な
ワインが多くなった。「ウームなかな
かフルーティ」などと言いながら食
べては飲み食べては飲みの繰り返し。
人生の秋などと言ってはいられない。
あとは鶏の足でもワシワシ食べるぞ。

　すっかりお馴染みとなっている高村美
智代（左）、野村朝子両姉を迎えた昼下がり
ミニコンサート。今月は10月23日でした。
　前回9月18日に開かれた折、会場から
リクエストのあった中国の『海はふるさ
と』が披露され、「今月もここで聴いてい
るよ～」と、そんな微笑ましい場面もあ
りました。次回は11月27日予定です。

新シリーズ♥♥♥

われます。
呼吸リハビリテーション効果を高める工夫
　また、リハビリでの効果を得るには
運動療法のみでは得られにくく、患者
さんの状態に合わせた酸素療法・呼吸
理学療法・薬物療法・栄養療法などを
各専門職種が指導・教育・サポートし
ていくことで効果が得られるものだと
考えます。
呼吸リハビリテーションの現状
　実際に急性期の現場では疾患や病態
は多岐にわたり病状は刻々と変化する
ため考えさせられることがあり、試行
錯誤しながら取り組む場面が少なくあ
りません。

画   臨床栄養部 科長  吉田妃佐

必要性の高まる呼吸リハビリテーション
　日本は、世界でもっとも社会の高齢
化が進んでいる国のひとつであり、高
齢化に伴う疾病構造の変化により、慢
性閉塞性肺疾患、呼吸器感染症、肺腫
瘍などの慢性呼吸器疾患が増える一
方、医療の高度化、在院日数短縮の流
れのなかで、急性期から呼吸リハビリ
テーション（以下：呼吸リハ）に対す
るニーズは高まりつつあり、リハビリ
スタッフの関わりが求められる機会が
増えています。
呼吸リハビリテーションとは？
　呼吸リハはこうした疾患に対し生命
予後に加え生活への充実感の指標が求
められるようになっています。
　呼吸リハビリテーションとは脳卒中
などのリハビリテーションと同じよ

近森病院  理学療法科  主任　塩 田 直 隆

うに呼吸器疾患に伴
う障害があり、それ
が原因となって患者
さんの日常生活動作（ADL：Activities 
of Daily Living）や、生活の質（QOL：
Quality of life）が損なわれる場合に、
その状況を改善するために急性期から
の介入が求められるリハビリテーショ
ンのことです。
呼吸リハビリテーションで留意する点
　その介入にあたっては主治医や病棟
スタッフと連携をとり、リハビリを行
ううえで問題となる併存疾患の病態や
リスクの評価、全身状態をモニタリン
グしている場合はリハビリを行う際に
配慮が必要であったり、リハビリ中は
リスク管理が不可欠など、留意しなが
ら進めていく必要がたくさんあると思

呼吸器疾患を改善するために
行なう呼吸リハビリテーション

医療安全担当看護師長

サービスを「買う」
新 医療安全シリーズ⑩

　10月中旬、オーストラリアを旅行した。こ
れまでに何度も海外旅行に行っているが、関西
空港⇔ゴールドコースト・シドニー間を運行し
ている航空会社のシステムは初体験であった。
　この航空会社は、毛布・イヤホン・機内食・ド
リンクサービス全てがオプションになっており、
事前にオプション予約をしている乗客のチェッ
クリストを見ながら乗務員はサービスに回る。
　私たちが座っていた四人掛けの座席の端に一人
だけ外国人の女性が座った。彼女は事前にオプショ

ンを希望していなかったのか、約9時間のフライト中、自身が持ち込んだスナック
菓子と、座席に配られていたペットボトルの水1本だけを口にして過ごしていた。
　隣で機内食やドリンク、毛布のサービスを受けている自分が何だか申し
訳なく感じ、今まで機内で受けていたサービスが当然のことのように思っ
ていただけにオプション化されたシステムに少し違和感を覚えた。
　離陸前の安全に対する説明中、前方スクリーンに “私ども○○航空は、お客様の
安全を第一に考えております” との表示に、安心したのは私だけだったでしょうか…。

田 村 一 恵
リハビリテーションシリーズ急  性  期● ●

 呼吸リハビリテーション
その
4

海老と貝割れ菜のマリアージュ

突然ですが皆さん
犬派ですか？猫
派ですか？
　私は断然
猫派です、犬
も好きだけど
やっぱり猫が好

き。あの愛らしい
しぐさや表情、寝てばっかりでやる気
のないところがなんだか癒されます。
　私の猫好きは小さいときからだった
みたいで、小学校の帰り道、捨て猫を
拾って帰っては母親に怒られた記憶が
あります。そのDNAが娘に遺伝した
のか・・やっちゃいました……。
　堤防で鳴いていた三毛の子猫を抱え
て帰ってきた娘。どうすんの！うちに
はすでに猫（ぶち♂ハッチャン）がい
てシャーって威嚇しっぱなしだし、で
もいまさら、また捨てにはいけないし
……どうなるかと心配したけど三日後

なんとか和
解し、なん
とハッチャ
ンはおっぱ
いを吸わす
までの（♂
だけど）仲
になりまし
た。

　ところで三毛猫ってメスだけだって
知っていますか？　わたしも最近知っ
たのですが、三毛（白、黒、茶）にな
るには白ぶちになる遺伝子、黒毛にな
る遺伝子、茶色毛になる遺伝子の三つ
の遺伝子が必要です。白ぶちになる遺
伝子は常染色体に存在します。黒毛遺
伝子と茶色毛遺伝子はX染色体上に
存在しX染色体１本につき１つです。
メスは染色体XXなので、黒毛、茶色
毛の両方持つことが可能です。オスは
染色体XYなので黒毛か茶色毛のどち
らかしか持つことができません。なの
で三毛猫のオスは存在しないことにな
ります。でもごくごくまれに染色体異
常などでオスが生まれることがあるそ
うですが、すごく珍しいことみたいで
すよ。百万円ぐらいの価値があるとか、
ないとか……。

　我が家の一員になった三毛猫（ナナ）
はやっぱりメスでした（残念）。今で
は二匹はとっても仲良し、食べては寝、
遊んでは寝ている二匹を見ていると、
今度生まれ変わるとしたら猫になりた
いと思うのは私だけでしょうか。

オルソリハビリテーション病院
            ６階看護師      永野  真美代

やっぱり猫が好き

リレーエッセイ

訓練に入る前、身体状態を把握するた
めにまず聴診器を使っている塩田主任

近森会スタッフにはまるでお庭のような馴染みの！？オペラ
ハウス前広場で。 豪州のベストシーズンの澄んだ空がとっ
ても爽快でした！  また行きた～いっ！！（写真提供  田村一恵）恒例ピアノコンサート

その1
2009 年度  職員旅行
オーストラリア  10.13 ～ 10.18

　私はもともと身体を動かすのが大
好きで、色々な趣味を見つけようと
サーフィンやスノーボード、つりな
どをやってきましたが、性格が飽き
性なので長くは続かず……。
　唯一続いているのは高校時代から
行っているギターを弾くことです。
他は最近、嫁の誘いもあってスキュー
バダイビングにハマっています。
　私の地元は高知県幡多郡大月町と
いう田舎で、あまり遊ぶ場所もないですが、自然（海）だけは誇れるのかな？と思っ
ています。
　この写真は大月町に帰省した際に、柏島の海にスキューバダイビングに行った
時に撮影したものです。
　友人達がヒョウモンだこに気をとられていたのですが、自分の身体の左下の岩
の下からウミガメが出てきたので、一気にテンションがあがりました。
　その後もしばらく友人達の近くで写真撮影に応じてくれました。ウミガメを見
ることができたので、何かいいことがあればいいな♪と思う今日この頃です。

私の 味
近森リハビリテーション病院  ２階東病棟看護師主任    中川  正樹

趣 スキューバダイビング

東京ディズニー
　　　リゾート  （全 4班）
　　　　9月～ 12 月

も
う
５
回
目
で
す
が
、
何
回
行
っ

て
も
楽
し
い
で
す
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ン

の
か
ぼ
ち
ゃ
の
お
化
け
達
を
バ
ッ

ク
に
ハ
イ
、
チ
ー
ズ
！
（
整
形
外

科
外
来
看
護
師  

川
渕
麻
理
）
▼

（▲写真提
供  吉永富美

）
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高次脳機能の窓口担当
　高知市春野にある高知ハ
ビリテーリングセンターの
正面玄関を入ってすぐの左
手に、県の委託を受けた「高
次脳機能障害相談支援セ
ンター」がある。その窓口
で全身を笑顔で包んで迎え
てくれるのが、支援コーディ
ネーター（兼相談員）のひ
とり、片岡裕美さんである。
　附属中学から追手前高校
に進み、岡山県の吉備国際
大学社会福祉学科で学んだ。大好きで親
友のような存在でもある母親が、歯科衛
生士だったり池の療養所に勤めていた
りした関係から、「大人になったら医療
関係の仕事に就く」のは自然の流れだっ
た。「スーパーおっちょこちょいなので、
注射器など触る必要のない職種の方が
…」と自身で判断した結果の進学だった。
いつも患者さんのいちばん近くで
　大学卒業後、即近森会に就職、老健施
設いごっぱちなど数部署で相談業務に
当たり、昨春の高知ハビリテーリングセ
ンター開設と同時にハビリへ移り、高次
脳機能障害のセンター開設とともに窓
口担当に就任。近森会が、もっと地域へ
もっと家庭へと、より皆さんの身近に向
かうたびに最前線に異動して相談業務
に当たってきた。
　笑顔で相手を包む穏やかさと、ピンチ
に備える柔軟さや打たれ強さで、上司や
同僚の信望が厚い証拠だろうが、ご本人
は「六人の同期のなかで周りにいちばん
迷惑をかけてきました。同僚の対応の仕
方を見て真似したらうまくいった！！と
いうのが続いています」と、アッケラカ
～ンと笑っている。
周りのほんわかハッピーな空気の秘密
　いま、利用者と気長く関われる態勢で
仕事ができているのが、「とても楽しい」
と、本当に幸せそうに声を弾ませる。利
用者それぞれには時に難しい事情も起
こるのだろうが、それを「気長く関われ
る幸せ」と受け止め、自分の状況を楽し
んでいるのだから、片岡SWの周りが何
となくほんわかハッピーな空気に包ま

れるのも頷ける。
　『ひろっぱ』の編集会議で、「ハビリの
感じのいい子」という話題が出たとき編
集委員一同が「あの、ワーカーの…」と
一斉に片岡SWの名前を挙げるほど、そ
の感じの良さは知れわたっているよう
だ。なんでそんなにも感じ良くできる
のだろう？　その疑問には、じ～っと考
え込んでから、「この仕事が好きです…」
と…。そういえば、この夏偉業を成し遂
げたイチロー選手は、その活力源を「野
球が好きなこと」と語っていた。
　あまりにも当たり前過ぎて、「好き」
と聞いてもつい聞き流してしまいそう
だが、片岡SWを見ると、原点はやっぱ
り自分の仕事を「好き」になることだと
改めて気づかされる。
不便は取り立てて言うことではありません
　就職して友人に誘われるままに気楽
に始めた車イスバスケで、生涯の伴侶と
なる片岡さんと出逢い、やがて結婚する
ことになった。彼に逢うまで、大好きな
母には「苦労を買うようなことをする！」
と随分心配もかけたようだが、ご両親
は「頑固だから言い出したら聞かない！」
と、受け入れてくれたのだそうだ。
　裕美さんにはむろん苦労を買ってい
るつもりはない。夫が車イスを使ってい
るとか、一見めんどくさそうに思われる
かも知れない家庭生活の細かいことも、
「違いや不便を取り立てていうことでは
ないので～…」。で、いまは家族や親戚
は言うまでもなく、職場のみんなも、片
岡夫妻の赤ちゃん誕生を心待ちにして
いるところである。

2006年 4月 23日、片岡さんと挙式。こ
れは式直後の記念撮影。そのあと牧野植
物園に移動し、いまでもしばしば話題に
のぼる感動的な披露宴だったらしい……。
裕美さんは、「すごく楽しくてあっという
間の一日でした（またやりたいです！笑）」

一同記念撮影（3枚とも提供は、保健福祉学部看護学科高井研一教授）

ほんわかハッピーに
周りを包む上機嫌力

人物ルポ 254 ●● 高知ハビリテーリングセンター・ソーシャルワーカー 片岡  裕
ひ ろ み

美  さん岡山県立大学で講義の出張報告　 2009年盛夏（8月2日）

大学生の熱心さにパワーを戴きました！

チーム医療では
互いの専門性に理解と誠意を
持つことの大切さを改めて…

❶ チーム医療を各職種の目線で

❷各職種の卵たちが入り混じり受講

❸他職種との関連にも具体的な興味

❹講義により改めて気づかされた！

近森オルソリハビリテーション病院 臨床栄養部 主任

内 山  里 美

武 内  仁 美

管理栄養士

　梶原和歌統括看護部長、野村真紀医療相談室長、辻啓子看護師、内山
里美管理栄養士の四人が、チーム医療についての講義を行ないました。

          

　岡山県立大学へチーム医療について
の講義に行かせていただきました。
　同大学保健福祉学部では、医療現場
におけるチーム医療に対応できる人材
の育成を目的としたカリキュラムを組
んでおり、私たちの講義はその一環と
して、近森会グループでのチーム医療
を各職種の目線から紹介する、という
内容でした。

　３年生が対象だったのですが、縦割
りの専門教育がメインだった私の学生
時代とは違って、看護師・社会福祉士・
管理栄養士といった各職種の卵たちが
入り混じって講義を受けているという
点が大変ユニークでした。

　講義の後半はグループに分かれ、質
疑応答の時間が設けられていました。

栄養学科の学生さんが管理栄養士であ
る私の仕事に関心があるのは、ある意
味で当然のことですが、看護
学科や、保健福祉学科の学生
さんからも、お互いの職種が
医療現場のどういった場面
で連携をとっているのか、各
職種の業務のどの部分がリ
ンクしているのか、具体的な
エピソードを交えての説明

を求められたことには驚きました。
　学生さんたちは、他職種の仕事や専
門性にも強い関心を持っていて、他職
種と自分の専門性をどのように連携さ
せて、よりよい医療につなげていけば
よいのかを考えていました。各グルー
プでの意見交換は時間いっぱいまで活
発に行われる熱心さが印象的でした。

　チーム医療に携わるスタッフにはも
ちろん高い専門性が要求されます。し
かし、その専門性を医療に活かすため
には、スタンドプレーではなく、チー
ムプレー、そしてスタッフ間の「連携」
が何より重要です。
　お互いの専門性に理解と敬意をもつ
ことの大切さを今回の講義に行かせて
いただいて改めて感じ、将来のチーム
医療を担う学生さん達からパワーをも
らって帰ってきました。

の のこ 一枚私

　友人の結婚式
の余興での一場
面。余興は中学
校時代の同級生
男女15名でお祝い
の組体操をしまし
た。練習中は「痛い！」「足つったぁ！」
等の悲鳴、思うように動いてくれない
身体達…、そんな日々を重ね、いざ本番。
盛り上がりを期待して、いちばん体格
の良い同級生がいちばん上へ。会場に
は「え～！？」「大丈夫～？」の声がど
よめくなか、何とか無事成功。皆様か
らたくさんの声援や拍手をいただきま
した。そんな楽し面白な思い出を蘇ら
せてくれる大切な一枚です。

みんな気持ちは中学生だった

診療情報管理室

ひとみ
　　▼

薬用酒アラカルト33 ビワの種酒

なお酒になっているのか想像もつかないまま容器のフタを開
けると……。　
　意外や意外！！　さわやかな甘い香りが漂いました。氷を
浮かべて一口、みんなの第一声は、｢杏仁豆腐！？ ｣。ビワ
の味はしませんが、さっぱりとした甘さの上品なお酒に仕上
がっており、おいしいと大好評でした。杏仁豆腐のような香
りは、ビワがアンズと同じバラ科の植物で、同じ成分を含ん
でいるためと思われます。
　その他、｢炭酸で割るとおいしいかも ｣、｢えぐみなどが出
る前に実を引き上げるとよいかも ｣などのご意見もいただき
ました。おいしさも効果もぎゅっと詰まった ｢ビワの種酒 ｣、
その不思議な味と香りをぜひお試しください。

（薬剤部  主任  嶋﨑 ユリカ）

内山里美☞

☜辻啓子

『ビワ酒』
ました。

材料の提供

　ほのかな甘味とみずみずしい香りが大好評だった『ビワ酒』
を平成 16年 7月の 216 号でご紹介させていただきました。
今回のお酒は、ビワの種のみを使ったものです。材料の提供
は、今回も近森理事長。日曜市で見つけたというきれいな種
をいただき、漬け込みました。
＜材料＞（密閉容器1リットル分）
ビワの種‥250g、氷砂糖‥ 60g、ホワイトリカー‥800ml
＜作り方＞
①ビワの種は水で洗い、よく水気をふき取る。
②容器にビワの種と氷砂糖と入れ、ホワイトリカーを注ぐ。
③３ヵ月ほどで飲めるようになる。
　ビワの種には人間の生命維持に必要な全ての成分がバラン
スよく含まれており、中でも特に有効性を示す成分は、ミネ
ラル、アミグダリンといわれています。
　花粉症や、血液浄化、ガンの抑制、炎症、肩こりや腰痛、
生活習慣病、婦人病、自律神経失調症、健胃整腸、鎮咳、利
尿など、さまざまな作用があるといわれています。
　漬け込んでから約３ヵ月後、恒例の『ひろっぱ』編集委員
による試飲会を行いました。琥珀色のビワの種酒、種がどん
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人 の 動 き 敬称略

昇格人事
◆9月 16 日付、診療支援部医事課主任
心得→主任・市川久江、小松真理。
◆10 月 1 日付、オルソリハ病院院長・
鄭明守。管理部総務課長兼オルソリハ
病院事務長・小松左和。近森会健康保
険組合事務局長・田村裕彦。オルソリ
ハ病院事務長補佐・中屋智。
人事異動
○診療部　
◆10 月 1日付、小田和孝・本院整形外
科→オルソリハ病院。井上智雄・オル
ソリハ病院→本院整形外科。
○看護部　
◆9月 16 日付、岩村周子・リハ病院 3
西→援護寮まち。
◆10月1日付、坂本裕志・オルソリハ病
院4階→オルソリハ病院5階。丁野真奈美・
オルソリハ病院5階→オルソリハ病院4階。
○臨床栄養部
◆10 月 1日付、荘司かづ代・本院栄養
科→リハ病院栄養科。
○リハビリテーション部
◆9月 16 日付、児玉秋子・宮本洋介・
本院理学療法科→リハ病院理学療法科。
舛本優子、三浦正和・リハ病院理学療
法科→本院理学療法科。須﨑真奈美・
リハ病院理学療法科→オルソリハ病院
理学療法科。大西甲助・オルソリハ病
院理学療法科→リハ病院理学療法科。
◆10 月 13 日付、高橋由香利・本院理
学療法科→リハ病院理学療法科。
○管理部
◆10 月 1日付、五藤綾美・診療支援部
医事課→近森会健康保険組合。

やまだ　なお
①手術室看護師
②愛媛県宇和島市
③国立療養所愛媛大学附属看
護学校
④笑顔をモットーに取り組ん
でいきます。

やまさき　はるな
①リハ病院医局秘書
②高知県土佐市
③高知大学
④毎日感じたことを大切に
しながらたくさんのことを
知っていきたいです。

山田　奈央

山﨑　晴奈

○お誕生　
◆9月 18日、上原美由紀さん（CCU看
護師）に、長女・伽月（かづき）ちゃん。

9 月の退職者

おめでとう

敬称略

◆2日付、中山佳美・Ⅱ-3看護助手。
◆15日付、 入交由貴子・新館5西看護師。
畑中陽子・臨床検査部臨床検査技師。久
武稔幸・援護寮まちソーシャルワーカー。
◆30日付、遠藤恵津子主任、明神洋子
主任心得、國澤梨紗・本院薬剤科薬剤
師。青木梨奈主任・リハ病院言語聴覚士。
竹本千妃露・リハ病院4西介護福祉士。

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

ニューフェイス

図書室便り
（2009 年 9月受入分）

・循環器フィジカル・イグザミネーショ
ンの実際 ／ 吉川純一（編著）
・心臓超音波テキスト　第 2版 ／ 日
本超音波検査学会（監修）
・民主党が約束する 99 の政策で日本
はどう変わるか ／ 神保哲生
《寄 贈 本》
・レジデントのための感染症診療マ
ニュアル　第 2版 ／ 青木　眞
《別冊・増刊号》
・別冊医学のあゆみ　癌幹細胞　－癌
研究のパラダイムシフト ／ 赤司浩一
（編集）
・臨床栄養　別冊　 困ったときのヒン
ト満載　栄養力 UP　NST 症例集 2  ／ 
雨海照祥（監修）
・老年精神医学　20 巻増刊号－Ⅲ　老
年精神医学の臨床最前線 ／ 武田雅俊
（他著）
・月刊レジデントノート　11 巻増刊号
日常診療での薬の選び方・使い方 日
頃の疑問に答えます／徳田安春（編集）
・高知女子大学開学 60 周年  しらさぎ
会（同窓会）記念誌  「絆と証」／記念
誌編集委員会（編集）
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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

16,975 人
792 人
763 人

15.73 日
81.50 %
391 件
200 件
387 件
268 件
146 件

編 集 室 通 信
▼秋も深まり近森会周辺のケヤキや桜
などの木々も紅葉色になってきました。
ケヤキの紅葉色は赤・橙色・黄色があり、
木により遺伝的要因で紅葉色が決まっ
ているそうです。気をつけて見ると赤・
橙色系と黄色がバランスよく並んでい
て、自然の妙技に感動しました。（和）

やっぱり主役は子どもたち。
裏方もやりま～す！

恒例
「みんなおいでよ」。この表情、

もうっ抱きしめたいっ♥子ども責任リレー。
応援席もつい力がっ！

優勝は精神科
管理部チーム
やはりチームワークの勝利でしょうか！？

本年の新競技、大玉
転がし。おっド迫力！

騎馬戦玉入れは、よ～
く作戦を練ってから

花形、やっぱ
り綱引きがな

いと！

「ファイト一
発」腕の筋肉

すごッ

運動会第        回 大近森会グループ

2009.17 09.27

借り物競走
いちばん

似合っている
人はだれ？

色彩
クラ
ブ へ

のお誘い ●この 9 月から、皆さまよくご存知のカラー
コーディネーター小谷隆子さんを講師に迎え
て発足しました。詳細は看護部長室の和田有
紀子秘書（内線 6617）までどうぞ！

基礎講座後、Ａ～Ｄコースはどの順番でも
かまいませんので、ご都合に合わせて
お選びください。（定員 10名様）

Ａコース
ＴＰＯとイメージに合わせた色づかい

Ｂコース
　配色のポイント
Ｃコース

　色の性格と効果的な使い方
Ｄコース

　自分色表現 、アロマの使い方
色と香りで内からも外からもきれいに

第
１
回
受
講
生
で
〜
す

個性を
キラッ

とさせ
ません

か？

あなた
は自分

に似合
う色を

ご存知
ですか

？

キラッ
と個性

的に見
せるの

にも、
野暮

ったく
してし

まうの
にも「

色使い
」

　の比
重は意

外と大
きいの

です。

　　ぜ
ひ、「自

分色」
に興味

をもっ
て

　　　
　　み

てくだ
さい。


