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職場づくりのお手
伝いをすることが
この医療支援セン
ター（仮称）の大
きな役割といえ
る。別のいい方を
すれば、この病院
で医療を受けて良
かったと患者さ

んに思っていただき、多くのスタッフ
が、この病院で働いていることに喜び
を見い出すことができる、そんな医療
を提供できる病院であるよう、絶え間
ぬ支援をするのがセンターの役割だと
思う。
　30 数年前、私が就職した近森病院
の事務室は現在の本館の地下にあっ
た。何と劣悪な職場環境であることか
とがっかりしたことを思い出す。それ
から古い木造の病棟や旅館であった建
物を事務所に仕立て直したり。当時は
デパートの「売場優先主義」と同じ考
え方だったのではないかと思う。中古
のコンクリート造りの現在の管理棟に
移ることができたのは現理事長が就任
された直後のことであった。管理部一
同雨漏りの心配のない建物に大喜びし
たことを今でも憶えている。もっとも
そんな仲間はもう数名となってしまっ
た。
　そのような歴史を経てこのたび全く
新しい期待の建物が建設されようとし
ている。戦争にたとえて恐縮だが、勝
敗の帰趨は兵站

たん

（ロジスティクス）に
あるといわれている。この建物が医療
現場に対してすぐれたロジスティクス
機能を発揮できるセンターになること
を願ってやまない。

　2 月 25 日、旧ホテル
サンルートの解体工事が
始まった。続けて北館病
棟、外来センター棟の建
設、新館の改修、本館の
改築など、今後５年間に
わたって進められる建設
工事がいよいよスタート
することになった。気の
引締まる思いである。
　このほど建設されるの
は、社会医療法人近森会
の管理部門のみならず看
護部の本部機能、各種会
議室（200 名収容の大
ホールもある）、スタッ
フルーム、休憩スペース、
その他、保育所や職員食
堂などの福利厚生施設が
整備される予定である。
（左図参照）
　当り前だが、病院の使
命は患者さんに早く良く
なってもらうこと。具体
的にいえば近森会の理念
を全うすることである。
医療現場のスタッフが誇
りと責任をもって働ける

管理棟から医療支援センターへ

社会医療法人近森会 管理部長　川 添  曻

近森病院建設五ヵ年計画がスタート
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社会医療法人近森会
医療支援センター完成間取り

近森会は、患者さんが尊厳ある人生をおく
ることができるように、適切な医療サービ
スを提供する使命があると考えています。
近森会は、患者さん中心の医療を、快適に
受けられる場所でなければならないと考え
ています。
近森会は、たえず医療水準の向上に努め、
スタッフが誇りと責任をもって働ける職場
でなければならないと考えています。
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社会医療法人近森会の理念
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歳時記3月 の

　春に深い紫色の花
を咲かせるスミレ。
日本では野の草の代
表のように見られ、古くから親しま
れてきました。
　花の形が大工道具の墨入れに似て
いることから、「すみいれ」の呼び
がしだいに「すみれ」になったとさ
れています。

　世界の温帯地域を中心に、およそ
450 種が確認されていますが、日
本は自生種が60種とも 100種以上
とも言われる「スミレ大国」です。
　私の生まれた３月から咲き始めま
すので、ぜひスミレの季節を楽しん
で下さい。

スミレ（菫）
医事課　中村麻美

画・総務課 ( 広報担当 )
公文幸子

エマルゴ・トレーニング・システム
を用いた災害時多数傷病者救護訓練

JPTEC

2 月 7 日 9：00 ～ 17：00 に、高知医療センター
で消防関係者も参加してエマルゴ・トレーニン
グが行われました。

日本救急医学会公認・病院前外傷教育プログラム

病院前外傷の救護処置研修（JPTEC）が 1 月 16
日（13：00 ～ 17：00）、17 日（9：00 ～ 16：00）
の2日間にわたって近森病院で開催されました。

　1月 23 日高新文化ホールにて「転
倒を防ぐ～リスク要因からみた転倒対
策～」というタイトルで講演を行いま
した。2007 年に開院した当院にとっ
ては初めての取り組みであり、テーマ
選定、日時、場所、運営等すべて手探
り状態のなかでの開催となりました。
　当初は 100 人程度の参加人数を想
定していましたが、蓋を開ければ 237
人と多くの方の参加を得ることがで
き、病院、診療所、各種施設を問わず、
ご高齢の患者さんを扱うものにとって
転倒対策は常に必要にせまられたテー
マであったと改めて実感しました。
　講演に関しては、2時間で 7演題と
ちょっと欲張りすぎたように思いまし
たが（講演後のアンケートでご批判も

ちらほらありました）、夜
間頻尿や睡眠障害と転倒
の関係や、眠気覚ましの体
操を兼ねたリハビリ部の
実演、また住宅改修の実際
など、他の転倒予防の講演
ではみないようなテーマ
を設定し、すぐ使える知識
も豊富に含まれていたの
ではないかと自負してい
ます。運営においては数え
きれないミスや不手際が
あり、ご来場いただいた方
にはご迷惑をおかけしま
したが、自分たちの知識の
整理、確認にも非常に役立
ち、次の機会にはさらに充
実した内容になるように
今回の経験をいかしてい
きたいと思います。

近森オルソリハビリテーション病院
院長　鄭   明 守

第 62回地域医療講演会・医療安全セミナー

リスク分析から見た転倒予防

墨入れ
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　その後
　①救急を止めない
　②超勤を減らす
　③退院調整
　④ CNS（専門看護師）・CN（認定
　　看護師）を活かす看護管理
　⑤多職種で円滑にチーム医療を
　　行う指標とは
　⑥在宅緩和ケア･訪問看護

　の６グループに分か
れ、グループ討議を行
いました｡
　101 名の参加だった
ため、ひとつのグルー
プの人数が多く話題提
供者、ファシリテー
ター・メンバーも苦慮
しましたが、最初の講
演と関連させて課題を
満月に近づける試みが

　聴診器といえば看護師さんの象徴
で学生のときは、憧れ物品の一つで
した。初めて自分の聴診器を購入し
た時は、嬉しくて首にかけてみたり、
聴診するふりをして鏡の前に立った
ものです。しかし、数年もたつと仕
事道具の一つでしかなくなり、今と
なっては子どものオモチャ箱のなか
にあります。しかも、子どもですら
出してきて遊ぶこともなくなりまし

た。だからといって仕事をさぼって
いるわけではないですよ（笑）。
　師長になってから、直接患者さん
の聴診をすることは減ってきました
が、もちろん、聴診器（病棟用）を
使うこともあります。それ以外にも
患者さんとのコミュニケーションを
通して変化や普段との違いを気づけ
るように心がけています。
　今では、学生のころとは違って、

器具や機械を使用して観察すること
だけが看護ではなく、自分の目で見
て観察し、そして実際に手で触れ、
感じることが看護師には大変重要な
ことだと感じるようになりました。

近森リハビリテーション病院３階東病棟 看護師長　南 和芳

 手で触れ、感じることがと私

　この例会は、各地域の看護管理学の
教育・研究者と現場の看護管理者が、
地域の看護管理上の課題を共有し学術
的な交流を深め、研究等で協働を探る
ことを目的に日本の４カ所で毎年開催
されているものです。この例会運営を
学術活動推進委員会の井部俊子委員長
より依頼を受け近森会の梶原が担当し
ました。
　日頃の悩ましい問題をシステマ
ティックに解決することを目的にま
ず、高知女子大学の山田覚教授による
『満月はいかにして創られるか－シス
テム思考で看護管理を創造する－』の
講義から始まりました。

社会医療法人近森会 統括看護部長
　梶原 和歌

日本看護管理学会例会 in 高知合宿

ー満月はいかにして創られるかー
「システム思考で看護管理を創造する」

　2010 年 1 月 30 日土曜日、日本看護管理学会例会 in 高知合宿
が「月の名所」桂浜にある「国民宿舎桂浜荘」で開催されました。

NEW　ハートラム電車
社会医療法人記念号が 2月 1日から運行を開始しています。

▲会が終わった後、夜の更けるまで「おきゃ
く」で出席者の交流が行われました
　向かって左の統括看護部長梶原と講師他
▼グループ討議

山田覚教授による講義

▼

展開されました。その後この学会では
定番だったディベートを復活させ、「経
営と管理のジレンマ」で白熱の議論を
戦わせました。
　本来の例会はこれで終了するところ
ですが、そこは土佐の高知で、これか
らが本番と夜の更けるまでおきゃく
（宴会）の交流が繰り広げられました｡
近森会からは多くの看護師が参加し、
裏方も務め、異なる施設や大学人と出
会い、楽しい学びの機会となりました。
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　熱しやすく冷めやすい私はとりあ
えず興味のあることにチャレンジし
ています。その中で残っ
ている編み物やスポー
ツは好きなことの様で
す。
　最近はギターに挑戦
中です。友達から「も
ういらないからあげる」
と譲り受け、暇を見つ
けて練習しています。
ギターは以前から、弾
ける友達を見て、「で
きたらかっこいいな。
ちょっとやってみたい
な」とは思っていたの
ですが、自分でギター
を買ってまでやろうと
いう決意はなかったの
で、友達からもらえて
頑張って練習しています。最初は指
が届かないし、痛くなるし、全然弾
けなかったのですが、今は「Ｆ」の

壁を乗り越え、少しずつ楽しくなっ
てきました。

　私は何かと物に恵ま
れているようで、自転
車が盗難にあった時に、
「どうせなら、バイクが
欲しいな」と思ってい
たら、先輩が使わなく
なったバイクを譲って
くれたり、食べたい物
があったら、友達が買っ
て来てくれていたりし
ます。有難いです。ち
なみに、その盗難に遭っ
た自転車が先日、２年
ぶりに無傷で出てきま
した。空気が抜けてい
たくらいで、今では普
通に乗っています。今
は、ミシンが欲しいと

願い続けています。家で眠っている
いらなくなったミシンがあれば、お
声をかけてください。

多忙な中にも充実感が

リレーエッセイ

高知市障害者相談支援センターちかもり
ソーシャルワーカー　大西 清美

　近森リハビリテーション病院が開設
されて20年、回復期リハビリテーショ
ン病棟が制度化されて 10 年が経過し
ました。20 年の歴史のなかで、諸先
輩方から現在に至るまで、リハビリ
テーション看護とは、とチームにおけ
る看護の役割を考えてきた歴史があり
ます。
　数年前からは、日本看護協会で「リ
ハビリテーション看護師」の認定が検
討されてきました。そのなかで、全国
回復期リハビリテーション病棟連絡協

回復期リハビリテーション看護師認定取得

近森リハビリテーション病院 4階病棟
シニア看護師長　岡部 美枝

議会では、回復期リハビリテーション
病棟において
　①回復期リハビリテーションサービ
　　スの対象者及びその家族に対する
　　質の高い看護の提供
　②回復期リハビリテーション病棟に
　　おける個人、集団、組織に対する
　　リスクマネジメント
　③回復期リハビリテーションサービ
　　スにおける他職種との協働とチー
　　ムアプローチ
　の実践ができる看護師を育成するこ

とを目的に、平成 19年（2007）9月
より「回復期リハビリテーション看護
認定コース」が開始されました。18
日間の研修（1期生は 2年課程、2期
生より 1年課程）終了後に、活動実践
レポートを提出の上で『回復期リハビ
リテーション看護師』として認定され
るコースです。
　全国より回復期リハビリテーション
病棟で活躍する看護師が
　①脳機能の障害の評価と能力の評価
　　ができ、専門的な知識によるリハ
　　看護の実践ができる
　②回復期リハ病棟の機能を理解し、
　　他職種からなるチームにおいてリ
　　ーダーシップが発揮できる
　ことを目標として受講しました。
　当院では、私と寺山みのり看護部長
が昨年 11 月に、今年 1月には小松祥
子師長が「回復期リハビリテーション
看護師」としての認定を受けることが
でき、全国では 1 期生 113 名、2 期
生 92名が認定を受けました。
　まだまだ回復期リハビリテーション
看護師としての活動が十分にできてい
る状況とはいえませんが、回復期リハ
ビリテーション病棟に成果主義が導入
され、多職種によるチームアプローチ
がますます重要となるなか、専門的知
識、技術、態度を備えたリーダーとな
る「回復期リハビリテーション看護師」
の活躍は重要です。
　結果の向上だけではなく、回復期リ
ハビリテーション病棟におけるケアと
はなにかをスタッフとともに考え、医
療の質を向上できるような役割を担え
るよう、頑張っていきたいと思ってい
ます。

専門的知識、技術、態度を
備えたリーダーとして
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近森病院薬剤部 主任

　嶋﨑 ユリカ

　病気の治療や予
防に欠かすことの
できない薬。患者
さんにとって安全
で有効な薬物療法

を支えるのが、私たち病院薬剤師の仕
事です。新シリーズ『よき友くすし (薬
師 )』、第一回はそんな私たちの仕事を
ご紹介させていただきます。
　薬剤部では、薬剤の調剤や供給管理・
品質管理といった伝統的な薬剤師の仕
事のほか、患者さんお一人お一人の問
題点を把握し、処方の提案や情報提供
を行う病棟業務に取り組んでいます。

◆
■調剤：最も代表的な業務です。薬の
重複、相互作用などのチェックも行い
ます。

■服薬指導：患者さんが薬を正しく使
えるように薬の効果、使い方、注意点
などをお伝えし、副作用などのチェッ
クも行います。
■注射薬調剤：投与量、投与方法、配
合変化などのチェックを行った後、個
人毎にセットします。
■高カロリー輸液、抗がん剤のミキシ
ング：クリーンベンチ、安全キャビネッ
トで無菌的に混注を行います。
■ D.I. 業務：医薬品に関する情報を収
集・整理し、機関紙や院内情報システ
ムを利用して情報発信しています。
■カンファレンスへの参加：各種カン
ファレンスに参加し、薬剤師の視点か
ら提案や情報提供を行っています。
■ TDM( 薬物血中濃度モニタリング )：
薬剤の血中濃度をもとに、最適な投与
計画を医師に提案しています。

◆
　そのほかにも、様々な業務に取り組

んでいます。
　徒然草の中で「よき友」の一つに「く
すし」とありますように、患者さんか
ら、薬についてなんでも相談していた
だけるような存在になれるよう努めて
いきます。
　このコーナーでは、身近なお薬

やく

立ち
情報をお届けしていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

ご存知ですか？　病院薬剤師の仕事

　先日、においでがん患者を当てる犬
をテレビ番組で観た。がん患者の息を
かぐと「ワン！」とほえるらしい。実
は泌尿器科でも同様の研究がなされて
いる。膀胱がん患者の尿のにおいをか
ぐと、これまた、「ワン」とほえるら
しい。犬がえらいのか、犬の嗅覚に着
目した人間がえらいのかはわからない
が、嗅覚というものは人間の五感の一
つでもあり、大事なものだ。
　尿というものも興味深い。尿臭だけ
でなく、色調、混濁度、尿検査などな

どから体の様々な情報を
もたらしてくれる。もの
の本には「検尿は針のい
らない生検である」など
と書かれている。
　尿を扱う泌尿器科、ま
だまだ私自身半分もわ
かっていない気がする
が、今後も泌尿器科道に
精進し、「おしっこ」の
理解を深めていこう！

　昨年 12 月に泌
尿器科部長職を拝
命しました。2004
年 7 月からの当院
勤務となりますの
で、足かけ 6年お
世話になっていま
す。
　超高齢化社会を
迎え、高齢者の排
尿管理は、介護の
面からも重要な課
題です。日々の診療で忙しくしており
ますが、外部の講演などの機会を通じ、
最近では泌尿器科医としての重責を強
く感じています。
　これまでも私なりに地域医療に貢献
して参りました。今後も名ばかりの部
長と云われないように、スタッフの皆
さんとコミュニケーションを取り（実
はコミュニケーション委員長です）頑
張っていきたいと思います。今後とも
よろしくお願いします。

乞！ 熱烈応援

泌尿器科 部長
　片岡 真一（高知県出身）

泌尿器科 科長
　濵口 卓也（和歌山県出身）

おしっこ

1よき友くすし

高齢者の排尿管理

新シリーズ
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　マイブームと言えば、もちろん「キ
ング」！　我が家の６歳になる三
男？です。キングが来てからダルメ
シアンを見かけるとうれしくなり、

カバン、傘などのダルメシアン・グッ
ズを見つけるとついつい買ってしま
います。
　「キング」の写真や動画を撮って
は、スタッフや利用者さんに自慢し
ています。たまに昼間に帰ると２階
でひなたぼっこしながらグーグー寝
ていたりして……（番犬になってい
ない）。
　尻尾を振って嬉しそうに走ってく
る姿をみると、なんだか怒れなく
なってしまい顔を見ているだけで、
癒される♥本当に甘えん坊でかわい
い我が子です。
　「キング」も自分を犬と思わず人
間と思っているようで、犬が苦手で
犬同士で遊ぶより子どもたちとサッ
カーや相撲などをして遊ぶのが大好
きです。また、みかん、スイカ、ぼ
うしパンも大好き。ご飯になると食
卓の自分の椅子に座り、「まだ？」
と言わんばかりにぶつぶつ文句も言
います。本当に名前の通り王様（キ
ング）のようです。
　去年は、骨折で２カ月入院しまし
た。その間、家族みんな「キング」
の心配ばかりしていて、帰ってきた
ときは「やっと家族がそろった」と
子どもたちも大喜びでした。これか
らも私のキングブームは続きます。

私の趣味
「マイブーム

訪問看護ステーションちかもり

所長　山本 百合

　持参薬とは入院時に病院に持ってき
ていただく、患者さんが入院するまで
に自宅などで服用していたお薬のこと
です。近森病院では持参薬を一旦お預
かりして、薬剤師が内容を確認し、使
用や管理に注意が必要な薬剤、必ず服

用しなければいけない薬剤、逆に手術
などのため中止する必要がある薬剤な
どの情報を、医師や看護師に伝えてい
ます。
　持参薬と入院後に処方される薬剤の
重複投与を避けることもできます。持
参薬の内容を正しく把握することは入
院後の治療を行う上でとても大切なこ
となのです。お薬の説明書、お薬手帳
は大切な情報源となりますので、持参
薬と一緒にお出しください。
　また、自宅でのお薬の服用方法や保
管方法について、病棟で担当の薬剤師
が質問にお答えしています。入院中は
もちろん、自宅でも正しくお薬が服用
できるよう薬剤師がお手伝いさせてい
ただきます。

　今月は第 3回のメニューから、サラ
ダ寿司をご紹介します。ごはんの量が
少なくても、野菜を中心とした具がたっ
ぷり入っているので、ボリュームは満
点。ワンプレートで野菜もしっかり摂
れる、優秀メニューです。市販の寿司
飯の素で作るので、調理も簡単ですよ。
ぜひお試しあれ。

◆材料（1人分）
　・ご飯　　　　   100g
　・かにかまぼこ　 25g
　・キュウリ　　 1/2 本
　・錦糸卵　　　　少々
　・刻みのり　　　適宜
　・すしのこ　　　適宜
　・鮭フレーク　　 80g
　・オクラ　　　　 4 本
　・レタス　　　　 2 枚
　・いくら　　 小さじ 1

　　　　  ・紅生姜　　　　適量
　◆作り方
①ご飯を炊き、すしのこを合わせて寿
　司飯を作る。
②オクラはゆで、小口切りにしておく。
③キュウリは輪切りにし、レタスは手
　でちぎり水にさらしておく。
④寿司飯と鮭フレーク、かにかまぼこ、
　オクラ、キュウリ、レタスを混ぜ合
　わせる。
⑤器に④を盛り、錦糸卵、刻みのり、い
　くら、紅生姜を彩りよく飾る。

Chikamori ★ Kitchen 2 第 3回のメニューより

サラダ寿司 臨床栄養部管理栄養士
主任　内山 里美

▲左手前がサラダ寿司。それにカラフル
切干し五色煮、即席味噌汁、わらびもち

“ 持参薬 ”という言葉を
ご存知ですか？

近森病院薬剤部 部長

筒井 由佳

医 療 安 全 の 取 り 組 み

服薬中のお薬のことが書かれた「おくすり手
帳」を両手に

キング！」
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交 友 録 エ ッ セ イ

　よく聞かれたのが、何故福島から
高知に来たの？　それは郡山市の病
院勤務時代に、外科医木俵先生（旧
中村市出身）と知り合ったのが縁
で一度目の転機……、気づいたら
四万十川のほとりに 18 年、幡多で
在宅医療等に携わりながら目標に近
森病院がありました。
　当時の高知県病院・診療所事務長
会の会長川添管理部長（失礼ですが
兄貴的存在）にそろそろ田舎に帰る
話をしたことから、福島へ帰る前に
近森に来ないか、との話を戴き、そ
れが２度目の転機となり、憧れの近
森会にお世話になりました。短い間
でしたが在職中は、当時の栗原院長
始め、各スタッフの皆さま方には大
変お世話になりました。この場をお
借りして心よりお礼申し上げます。
　とにかく近森理事長はじめスタッ
フのフットワークの良さ、そして患
者さんを思いやる気持ちに感服でし

た。また、全国から注目される病院
はとにかく忙しく、楽しく勉強にな
る充実した日々で沢山の良いスタッ
フに恵まれました。
　スタッフが活き活きと、良いもの
を取り入れる柔軟な姿勢、近森理事
長の理念が浸透している組織だと、
今は近森の名を見れば我が病院のよ
うに自慢しています。
　現在、私は福島県立病院の意識改
革、政策医療、医療の特化、存在意
義等で悩みながら、県立病院を統合
し、新病院を福島医科大学附属病院
化へと歩んでいます。
　全国自治体病院に述べたい、病院
は誰のためにあるのか？今こそ「選
択と集中」もう一度、原点に返るべ
きだと思います。
　高知が第二の故郷、いつも近森会
に元気、勇気、やる気を戴いている
変な地方職員共済組合員です。

（あんどう　やすひろ）

福島県立会津総合病院主幹兼経営企画室長
安 藤  保 寛

リハ病院事務長から５年

1961 年福島県生まれ。（医）慈繁会土屋病院医事課勤
務（郡山市）の後（医）和光会木俵病院事務長（四万十市）。
近森リハビリテーション病院事務長を経て現在、福島
県病院局採用、福島県立会津総合病院勤務（会津若松市）
Ｅ -mail  andou_yasuhiro_02@pref.fukushima.jp

花をみて何を感じ、考えるのだろうと
想像してしまう。
　回復期リハ病棟では、MAX ９単位
の訓練と、食事、排泄などの ADL 向
上に向けて患者さんもスタッフも頑張
る。けれども、人間、食べたいものを
食べ、不安な胸の内を誰かに話し、湯
船で体を温めてホッとしながら思いに
更ける、そんなひと時があるからこそ、
また何かを目指して頑張れるものだ。
　そんな自分にとって当たり前である
ことを、ケアとして当たり前にやるこ
とがなかなか難しい。だからこそ、こ
の花は「当院の看護は大丈夫」と私を
ホッとさせる。

　最近では、小学校にある和式トイレ
の使い方がわからず、便秘になる子ど
もが多いと聞くが、当院にも和式トイ
レの小部屋がある。トイレの近くの医
局には私の机があり、私はカチンコチ
ンの頭で考えごとをしながらそこを利
用することも多い。そんなトイレのな
かにも、「キラリと光る看護」がある。
　手洗いをしようとして気づくのが、
トイレのなかの小さな洗面台にやっと
乗るくらいの小さな花の存在である。
片隅にありながら確実に目に留まるそ
の場所に、花を置く人の「気遣いのあ
るケア」を感じずにはいられない。小

さな花から伝わる心が、私のカチンコ
チンを一瞬に溶かし、「大丈夫だ」と
いう気持ちにさせてくれる。
　この花は、当院の看護部のあるス
タッフが、自宅の近くや日曜市で安価
なものを探してきては、トイレや階段
の踊り場に飾っている。彼女は、誰か
ら言われたわけでも、役割を与えられ
たわけでもなく、「少しでも癒しにな
れば」と、季節感あふれる工夫を凝ら
し、院内のここぞという場所に花を飾
る。患者さんがセラピストと一緒に階
段の昇り降りをする時、ご家族が面会
を終えて病棟の外へ一歩出た時、この

ホッとさせる小さな花

 看護部　キラリと光る看護　part2

近森リハビリテーション病院 看護部長　寺山みのり

海外職員旅行

ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
前
で

●今回はパラオ、フィンランド、
カンボジアの紹介です。

砕氷船 SAMPO号での寒中遊泳（フィンランド）

パラオのミルキーウェイで、天然の泥パック。角質も取れ、お肌もツルツル！？
全身スーツで寒さもへっちゃら
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昇格人事
◆ 2月 1日付
　池淵正彦・心臓血管外科部長
　藤田康文・心臓血管外科科長
人事異動
○ 診療部
◆ 2月 1日付　大野尚徳・本院整形外科
→オルソリハ病院。町田崇博・オルソリ
ハ病院→本院整形外科
○ 看護部
◆1月16日付　鎌倉渉・HCU→新館6西。
竹崎文女主任・新館 6 西→ HCU。谷口
征子・リハ病院 3西→リハ病院 4西
◆2月1日付　又吉広見・ICU→新館5西。
上松三紗・新館4東→新館4西。上田実穂・
新館 4東→オルソリハ病院 5階。川上絵
里・新館 4西→新館 4東。小川亜紀・新
館 5西→ ICU。髙橋智乃・第 2分院 4階
→新館 3西。平田翼・リハ病院 2東→リ
ハ病院 3西。福井幸子・リハ病院 3西→
リハ病院 4東。青木友恵・リハ病院 4東
→リハ病院 2東。南博人・リハ病院 4西
→オルソリハ病院 6階。中山紀子・オル
ソリハ病院 5階→新館 4東
○リハビリテーション部
◆ 1月 16 日付　高橋歳弘・本院理学療
法科→リハ病院理学療法科。井上新哉・
リハ病院理学療法科→本院理学療法科。
尾仲一樹・リハ病院理学療法科→オルソ
リハ病院理学療法科。飛鳥誉夫・オルソ
リハ病院理学療法科→リハ病院理学療法
科。富田貴之・リハ病院作業療法科→オ
ルソリハ病院作業療法科。山崎慎太郎・

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

16,543 人
753 人
710 人

16.42 日
83.47 %
388 件
197 件
421 件
290 件
152 件

企
画
情
報
室

２
０
１
０
年   

1
月
の
診
療
数

図書室便り（2010 年1月受入分）

　ビートルズファンにはお馴染
みのアビィロードでのひとコマ
です。ジャケット写真のメンバー
と同じポーズで撮るつもりが思
いっきりカメラ目線で映ってい
ます。
　実はこの通り結構な交通量で、
実際の撮影は警察が通行止めに
して行ったそうですが、私達は
強引に車を止めてクラクション
の嵐を浴びながら撮影しました。
　ビートルズファンやミーハー人間が
連日訪れる聖地なので、あの場所なら

ではの光景でしょうか。自他共に認め
るミーハーな私のお気に入りの１枚。

高知ハビリテーリングセンター　中山 るみ

　その一瞬のためにたゆまぬ努力を続
けてきたバンクーバーオリンピックに
出場した選手たちの姿に、感動と勇
気をもらいました。常に変わり続けて
いく近森会にいると、向上し続けるス
タッフのパワーを感じます。
　『ひろっぱ』を通して、これからも
みなさんのパワーをどんどん発信して
いきたいと思っています。（光）

・ガイドライン外来診療 2009　今日の診
療のために／泉孝英（編集主幹）
・モデル・コアカリキュラムに沿ったわか
りやすい病院実務実習テキスト／病院・
薬局実務実習東海地区調整機構（監修）
・系統別看護師国家試験問題　解答と解
説 2010 年版／「系統看護学講座」編集
室 ( 編集）
・看護師国家試験のための看護学コア・
ノート改訂版／河野保子（総監修）
・第 40 回日本看護学会論文集　看護総
合／日本看護協会看護教育研究センター
( 編集）
・診断書を作成される医師のための障害
年金と診断書　障害基礎年金・障害厚生
年金　平成 17 年 4 月版／社会保険研究
所（企画・制作）
・介護経営白書 2009 年度版大変革時代到
来介護業界大再編期を生き抜く事業戦略
と七つの方策／ヘルスケア総合政策研究
所（企画・制作）
《寄贈本》
・黒酵母培養液　ソフィーβ－グルカン
の力　～生理活性・免疫機能・食効を高
める多糖類～／藤井昇（他著）
・患者思いの病院が、なぜつぶれるのか？
／渡辺さちこ
《別冊・増刊号》
・別冊医学のあゆみ　最新・疲労の科学
　－日本発：抗疲労・抗過労への提言／
渡辺恭良（編集）
・腎と透析　Vol.67 増刊号 2009　CKD の
すべて／『腎と透析』編集委員会（編集）
・EMERGENCYCARE　DMAT 完全マニュ
アル　防ぎ得た死を減らす災害派遣医療
チーム入門＆実践／大友康裕（編集）
《DVD・ビデオ》
・Audio-VisualJournalofJUAVol.16No.1 ／
日本泌尿器科学会（監修）
・地域連携 network2 巻 7 号付属 CD-R　
社会資源・連携情報活用ガイド 2009 社
会資源リスト／日総研出版 ( 監修）
・地域連携 network2 巻 7 号付属 CD-R 地
域連携フォーム集／日総研出版 ( 監修）

編 集 室 通 信

お め で と う

人 の 動 き 敬称略

○お誕生
◆ 12 月 22 日 宮澤慎一さん（整形外科医
師）に長男・翔一（しょういち）ちゃん
◆ 1月 8日 山本真里さん（第二MSW）に、
長女・苺（いちご）ちゃん
◆ 1 月 17 日 谷脇由佳梨さん（新館 4西
看護師）に、長女・萌優（もゆ）ちゃん
◆ 1 月 19 日 石丸辰也さん（ハビリテー
リングセンター作業療法士）と薫さん（リ
ハ病院作業療法士）に長男・智悠（とも
ひさ）ちゃん
◆ 1 月 20 日　古谷敏昭さん（内科医師）
に長男・龍聖（りゅうせい）ちゃん
◆ 1 月 21 日  大野尚徳さん（整形外科医
師）に長男・武蔵（むさし）ちゃん
◆ 2 月 1 日　 橋本知恵さん（ICU 看護師）
に、長女・亜菜（あんな）ちゃん
○ご結婚
◆ 2 月 1 日　近藤さちさん（オルソリハ
病院 4階看護主任）と高橋良一さん
◆ 2 月 6 日　小林史典さん（画像診断部）
と尾前千寿さん（オルソリハ病院理学療
法士）
◆ 2 月 12 日　山中恵さん（ICU 看護師）
と島本高宏さん

ミミミミミミミミミミーーーーーーハハハハハハハハーーーーー魂魂魂魂魂魂魂魂魂魂魂魂魂魂全全全全全全全全全全全全全全全全全開開開開開開開開
◉第 64回地域医療講演会
　「精神保健医療福祉の

更なる改革に向けて」
　平成 22 年 3月 20 日（土）15:00 ～
　会場：近森病院管理棟 5階会議室
　講師：厚生労働省　社会・援護局
　　障害保健福祉部精神・障害保健課
　　　　　　　野崎 伸一課長補佐
 ◉第 65回地域医療講演会
　「生活習慣病としての

非アルコール性
脂肪性肝炎（NASH）」

　平成 22 年 4月 16 日（金）18:30 ～
　会場：ホテル日航高知旭ロイヤルホテル
　講師　高知大学医学部
　　　　消化器内科学教授
　　　　　　　西原 利治先生

お 知 ら せ

オルソリハ病院作業療法科→リハ病院作
業療法科

○ 12月の退職者（2009 年）
◆ 15 日付　山田奈央・手術室看護師
◆ 31 日付　楠瀬理恵・新館 4西看護師


