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近森病院での
今後について
学術担当理事

土居 義典

に関するガイドライン」の 2007 年度
版と 2012 年度版を全国の専門家と教
室員の協力のもとに作成することが出
来ました。
私は、中学２年の時に近森正幸理事
長と出会い、以来友人として同じ中学、
高校、大学で学びました。また 1981
年に帰高してからは、近森病院で週１

４月１日付で学術担当理事として近

の期待に応えることは高知医科大学に

森病院に勤務することになりました。

課せられた使命のひとつでした。その

よろしくお願いします。

ため私は、循環器内科を中心として、

は、総合内科医として全人的に高齢者

回内科の回診を行ってきました。
これからの我が国の超高齢社会で

私 は、1981 年（ 昭 和 56 年 ）4 月

臨床に強い実力のある内科医の育成を

の多臓器疾患を見据えながら高度の専

の高知医科大学老年病学教室の創設

めざし教室の活動を行ってきました。

門医療を実践できる専門医の育成が重

と 10 月の附属病院の開院にあわせて

これまでに多くの人材が育ち、近森

大学に講師として赴任しました。以来

病院をはじめ高知県内の主要な基幹病

研修医や若手医師、また学生の教育の

32 年近く大学で過ごしてきました。

院で循環器領域の責任者として活躍す

支援とともに、近森会の学術面での活

るようになっています。

動のさらなる活性化や、近森会と大学

当時、高知県は全国第２位の高齢県

要となります。このような視点から、

であり、高知県に多い、また我が国の

研究面では、国際レベルの研究を目

との連携などを視野に入れて、皆さま

二大死因の一つである心血管病の診療

指して「心筋症」の研究を行ってきま

のお手伝いをしていきたいと考えてい

レベルの向上を図り、地元の高齢者医

した。その成果を踏まえて、私が班長

ます。ご協力をよろしくお願いします。

療、とくに循環器医療に貢献して県民

として我が国の「肥大型心筋症の診療

5月 の 歳 時 記
ラナンキュラス

土居義典先生

どい

よしのり

聖路加国際病院から大阪医科大学を
経て高知医科大学
（現高知大学医学部）

近森病院
理学療法科理学療法士
主任 山口 眞美

と、循環器疾患に対する研鑽を積んで

ラナンキュラスは幾重
にも重なった、明るい花
弁が魅力的な花です。キン
ポウゲ 科の多年 草で、ピンクや黄 色、
薄いオレンジなどの美しい色合いは、見
ているだけで癒されます。花言葉は「光
輝を放つ」
「名誉」とあり、13 世紀半ば
に十字軍に参加したルイ 9 世が母親の
ために持ち帰ったという話も残っている
そうです。
やまぐち まみ

まった」と電話がかかったときは涙が

きた。20 年前のちょうど新館が出来
て一年ほどたったころに、
「教授に決
出るほど嬉しかったのを思い出す。
内科ではすでに浜重先生が内科の
トップとして頑張ってくれていて、大

近 森 正 幸

学からは循環器の優秀な先生方が次々
と来てくださった。先生の全面的なご

この度、近森会の学術担当理事に就

支援のおかげもあって、いま中、四国

任していただいた土居義典先生は、中

でも有数のハートセンターとして全国

学、高校からの親友で、互いの家が近

に発信できている。

かったこともあってよく遊びに行き、

お酒が大好きであったが、ロンドン

夜遅くまでお酒を飲んでいて親父さん

大学やマサチューセッツ大学に留学し

に怒られたこともあった。

ていたときに世界標準の医学に接し

大学だけは別々にと思っていたが、 て、
このままではいけないと酒を断ち、
結局同じ大学で下宿やアパートもほと

絵・総務課
広報担当
公文幸子

学問に打ち込まれたと推察している。

んど一緒に大学生活を送った。先生は

これからは近森会の学術的な充実

たいへん真面目な性格でベッドサイド

に、フリーの立場で先生の力を活かし

（臨床実習）なども熱心に取り組んで

ていただきたい。これからはみんなで

いた。私の妻を紹介してくれたのも、 海外旅行に行ったり、ワインも飲んで
6 年間の交際の後に結婚できたのも、 楽しく人生を送ってほしい。
先生のおかげだと感謝している。

理事長・ちかもり

まさゆき
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近森病院研修医修了式
楽しかった !
あ き

山本 亜希

3 月 22 日に平成 24 年度近森病院初期研修医修了式が行われ
ました。初期研修医 7 名の先生と出産、育児のために同期から
4 カ月遅れで研修修了した山本亜希先生が修了となりました。院
内外の指導医の先生方にも参加いただき盛大な会となりました。
今年も研修先の部長から研修医に「がんばったで賞」が贈ら
れました。副題もユニークで「あんたが大賞（勝又先生）
」
「立派
なお母さんで賞（山本亜希先生）
」など、楽しいエ
ピソードと共にそれぞれの研修医に贈られまし
た。後期研修先として近森病院、高知県内の
他病院、県外の出身大学に帰った先生など、
それぞれの進路がありますが、みんなの医師
としての将来を楽しみにせずにはいられない
素晴らしい式になりました。

消化器内科科長

苦い経験から財産を
かつまた

よしふみ

勝又 祥文

H23 年度就職

初めは不安
がいっぱいで
自転車をこぎ、
通 勤していた
のを、思い出
します。初め
て病棟に出た
時 には、CCU
で血ガスさえもとることができ
ず、ただ流れ出る冷や汗を抑え
るので精一杯でした。数多くの
失敗や、苦い経験から大きな財
産を得ることができました。社
会人としての一歩を近森病院で
スタートすることができよかった
と思っています。3 年目は幡多け
んみん病院で修行を積むことと
なりました。幡多地域の医療に
貢献できるよう頑張ってきます。

誰かの大切なひとだと
もりおか

しお り

森岡 汐里

H23 年度就職

あっという
間に過ぎてし
まい、 とても
名残 惜しいで
す。 県 外 の 大
学 を 卒 業 後、
近森病院で研
修を始めまし
た。診療を通して地 域の方々と
関わることで子供の頃とは違った
目線で地域を捉えることができ
ましたし、当たり前ですが、患者
さんは誰かの大切な家族や友人
だと深く実感できました。日々関
わった全ての方にお世話になり、
多くのことを学ばせていただきま
した。これからも、ここで得たこ
とを忘れず精進していこうと思い
ます。ありがとうございました。

近森 正康

研 修 を 一言
で 言 い 表 すと
すれば、
「楽し
かった！」
でしょ
うか。 近 森 病
院の研 修は廃
人になるという
都市伝説が未
だに残っているようです。しんど
いなと思うこともありましたが、
サポートを受けながら可能な限
りやりたいことをやりたいように
チャレンジできる研修でした。途
中、妊娠や出産もありましたが、
復帰から研修終了までサポートし
ていただき、本当に感謝の気持
ちで一杯です。これから研修の
先生もぜひ楽しんでください。

恩返しができるよう
た

い

りゅう た

田井 龍 太

H23 年度就職

非常に内容
の濃い研修で、
指導医の先生
方、 コメディ
カルスタッフ
の方々に教え
て い た だ き、
少し成長でき
たと思います。キャラクターの濃
い仲間と過ごせたのも充実の要
因ではと思います。後輩の研修
医が増えて、指導をする立場にな
り、いい刺激を得るとともに、よ
り一層勉強をするようになりまし
た。4 月から心臓 血管外科で後
期研修をさせていただきますが、
少しでも近森病院に恩返しをし、
高知の医療を支えていけるように
なりたいと思います。

これからの糧として
やまかわ

やすゆき

山川 泰幸

H23 年度就職

初期研修が
終 わりました
が、まだ実 感
は なくあっと
言う間の 毎日
でした。研 修
の 経 験をこれ
からの医師人
生で 糧としていけたらと思いま
す。地元で働けたこともうれしく
思っています。
4 月からは高知大学で耳鼻咽
喉科医としてスタートしますので、
今後ともよろしくお願いします。
今回の研修が有意義に過ごせた
のも、 周りのスタッフの助け が
あったからだと思っています。ご
指導いただきました先生方には
深く感謝しています。

H22 年度就職

日本一の研修
だ て

けいいち

伊達 慶一

H23 年度就職

できる研 修
医になったか
はわかりませ
んが、 日本で
一番楽しい研
修を送ったと
自信 を持って
いうことが で
きます。楽しいというのはやりが
い、忙しさ、チーム医療、コメ
ディカルとの連携、患者さんへ
の想い、垣根の低さ、off の充実、
総合して日本一だと思っていま
す。私は今年度から高知医療セ
ンターにいますが、ひとりの高知
医療人として尽力したいと思って
います。近森スピリッツを忘れず、
今後もがんばります！ お世話に
なりました。

信念を持って積極的に
こ づき

ひろ き

古月 拓己

H24 年度就職
たすきがけ

印象に残っ
て い ることは
2 年目の 先 輩
方の積 極性で
す。 公 の 場 で
我 先にと手 を
挙 げ て質問し
たり、 自 分 の
意 見をいった
りするのを見て、世の中で成功す
る人ってこういう面の皮の厚い人
達なのかと、感心しました。自
分は比較的緊張しやすい性格で、
人と接するときも引っ込みがち
ではありますが、将来、多かれ
少なかれ人を動かす立場になる
でしょうから、今からある程度、
信念を持って積極的に行動した
いと思います。

引き続き内科医として
おおかわ

よしひろ

大川 良洋

H23 年度就職

とても充 実
した研 修を送
ることが出来
ました。 分 か
らないことだ
らけで、 多く
の 先 生 方 や、
スタッフの方々
にご迷惑をおかけしたことと思い
ます。4 月からは内科医として、
引き続き近森病院で勤務するこ
とになりました。1 年ほどかけて
内科のさまざまな科をローテー
ションさせていただきます。また、
たくさんの方々にお世話になると
思いますが、これからは少しでも
力になれるように頑張りますので
よろしくお願いします。

ほんとうに幸せでした
とくしげ

ひでまさ

徳重 秀将

H23 年度就職

近森病院で
過ごした２年
間 はほんとう
に あっという
間 でした。 指
導 の 先 生 方、
コ メディカル
の方々にはほ
んとうにお世話になりました。ど
うもありがとうございました。症
例検討会の浜重先生語録の「ば
かやろう～だね」は厳しくも温か
いひとことでしたし、近森で研修
することができてほんとうに幸せ
でした。４月からは高知医療セン
ターで産婦人科医として高知県の
周産期医療に貢献できるように
精一杯頑張っていきます。２年間
本当にありがとうございました。

忙しさのなかで
しお た

なおふみ

塩田 尚史

H24 年度就職
たすきがけ

高 知 大との
たすきが けで
研修しました。
最初 は戸 惑う
ことば かりで
した が、 徐 々
に成長を実 感
して い きまし
た。麻酔科、整形外科、ER、循
環器内科、消化器内科とローテー
ションしました。特に内科と救急
が中心で、近森病院ならではの忙
しさのなか多くの経験をし、勉強
になりました。迷惑をかけたこと
も多々ありますが、同期の研修医
や指導医の先生方、コメディカル
の方々などに助けていただき、無
事に乗り切ることが出来ました。
今後とも頑張っていきたいです。
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簡 単 パ エリ ア

■「看護実践が見える看護記録」を開催して ■

看護の未来を肌で感じ
近森病院看護部長

久保田 聰美

臨床栄養部
管理栄養士
主任 内山 里美

関

香代

3 月 12 ～ 15

の院内向けのミニ勉強会と地域医療講

日の間、皮膚・

演会と合わせて３回もの熱い講義を通

排泄ケア認定看

し、自分たちの実践を記録に残す意味

護師の草分け的

と責任について、再確認できました。

存在の渡邊千登

そして、この四日間は、記録の講義に

世先生に来てい

はじまり、先生の持つたくさんの引

た だ き ま し た。

き出しから多くのスタッフが刺激をう

先生は、認定看護師としての実践、指

け、自分たちが目指す看護を語ること

導、相談に留まらず、看護管理者とし

ができました。

てのマネジメント、看護記録、電子カ
今回はパエリアをご紹介します。パエ
リアはバレンシア語で「フライパン」を
意味します。米と野菜、魚介類、肉など
を炊き込んだ料理で、スペインを代表と
する世界的に人気の料理の一つです。
味付けは塩こしょうくらいで、あとは
材料から出るうまみがおいしさを引き立
てます。高知は新鮮な野菜や魚介が手
に入りやすいので、お好みの材料を入れ
てアレンジしてみてください。きっとおい
しいパエリアができるはずです。

材料（1 人分）

オリーブ油
大さじ 1/4
シーフードミックス
1/4 袋
にんにく
1/4 かけ
玉ねぎ
1/8 個
米
1/2 合
ピーマン
1/4 個
塩、こしょう
少々
プチトマト
1.5 個
インゲン
1本
スープ ( Ａ )
コンソメスープ
1/2 カップ
ターメリック
小さじ 1/8
※本当はサフランを使用しますが、ター
メリックでも代用できます。

作り方

①シーフードミックスは解凍しておき、に
んにく、玉ねぎはみじん切りにし、ピー
マンは角切り、プチトマトは半分に切る。
インゲンは塩をまぶして板ずりをし、斜
めに切る。
②フライパンにオリーブ油をいれ、シー
フードミックスを炒めて皿に取り出してお
く。残りの油でニンニク、タマネギをい
れて炒め、さらに米を加えて炒める。
③米が全体に透き通ってきたら、ピーマ
ンを加え、塩、こしょうで味付けし、
（Ａ）
を注ぎいれて加熱する。沸騰したらプチ
トマト、インゲンを上に置いてからフタを
し、
弱火で 15 分煮る。②のシーフードミッ
クスを上に置き、3 分蒸らして完成。
うちやま さとみ ／ せき かよ

ルテに関する造詣も深い方です。
「看護実践が見える記録」がテーマ

看護部長としては、近森病院の看護
の未来を肌で感じてわくわくする時間
でした。

くぼた

さとみ

院 外 エッセイ

小さければカビ
大きければきのこ
島崎 俊弘
し ま さ き と し ひ ろ 1947 年 7 月 27 日 生 ま れ。
2007 年（ 株 ） モ リ チ ッ プ を 退 職。1996 年 の 10 月
15 日には「森ときのこを愛する会」を設立し会長に
就任現在に至る。趣味は囲碁 5 段、野生きのこ観察。
昆虫なかでも攻撃してくる蜂が好きで、それが嵩じ
て現在は日本みつばち育てている。

地球上にきのこが無いと、さほど

きのこにはさまざまな個体差があり、
忘年会

時を経ずして地球は滅びてしまいま

図鑑と照らしても慣れないうちの同

す。地球の循環は、生産者である植

定は困難です。それでも根気よく続

物、それを消費する動物、その全て

けていると、あるとき目から鱗が落

を分解する菌類から成り立っていま

ちるように絵合わせができます。

す。きのこが無ければ、あらゆるも

５千種類以上あるといわれていま

のが腐らずに死屍累々の寒々とした

す が、 多 く は 食 毒 不 明 の ま ま で す。

光景が目に浮かんできます。

致命的猛毒菌をはじめ胃腸系や神経

種駒を打ち込んだホダ木に発生す

系などさまざまな中毒症状がありま

る椎茸は食材として欠かせませんが、

すが、私は二度の中毒例があります。

椎茸が好む養分が無くなれば、ウラ

きのこ狩りを始めて間もない頃、筒

ベニガサなどのきのこが発生します。

上山の登山道で採取した白いきのこ

さらにチャナメツムタケなど、次々と

は自律神経に作用して汗と唾が 10 時

養分を摂取するきのこが発生し、最

間ほど続きました。慌てふためいた

後にホダ木は「土」に帰ります。

が事なきを得た苦い思い出です。

食べ物には厄介者のカビが発生し

二度目は中枢神経に作用するきの

ます。実はこのカビもきのこの仲間

こで、ごく小さいきのこ３本を澄ま

です。腐るのは困りますが、腐らず

し汁にしたところ、さまざまな幻覚

にいつまでも残っても困ります。小

症状が現われました。壁が噴煙のよ

さければカビ大きければきのこです

うにモクモクと迫り、カーテンの隙

が、その大きさの境界線ははっきり

間に差し込む夕日は真っ青、瞳孔は

していません。

開き足元はふらつく。４時間ほどで

30 年ほど前には、高知では野生き

治まりましたが、インフルエンザで

のこを採る習慣はほとんどありませ

投薬されるタミフルの成分とよく似

んでした。ですから、今「きのこ狩

ているようでした。強毒というより、

り」を始めるときっと独壇場だろう

自虐的行動に注意を要するきのこと

と勝手に決め込んで、一冊の図鑑を

いえるようです。何事も、生兵法は

丸暗記してきのこ採取を始めました。

大怪我の元です。
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核医学検査（RI）No.1
近森病院 画像診断部
診療放射線技師主任 中村 伸治
SPECT 撮影、ダイナミック撮影に対応
核医学検査は、ごく微量の放射能を

短いため、放射線による被ばくも少な

し、その当時としては計算速度の高い

含んだ薬を用いて、病気の診断をする

く、苦痛も少ない低侵襲の検査です。

コンピューターを搭載していました。

近森病院では、平成７年７月より検

しかしながら装置の老朽化、メー

検査法です。
体内に投与された薬の分布を写真に

査を開始しています。当時は核医学検

カーのサポート終了等の理由から、RI

したり、グラフにすることで、病気の

査がアナログからデジタルへの移行

室の外来センターへの移設に伴い廃棄

診断、血流や代謝などの機能情報を早

期で、当院に導入された装置は、島津

されました。

期に捕らえる事が出来ます。また、検

社製 PRISM2000 でした。二つの検出

査に使用される薬の放射能も半減期が

器を持ち、全身の二方向同時撮影や

※次回は新しく導入された
GE 社製 Discovery NMCT670 について

多くのひとに支えられて 43 年
松沢稀弓さん、お疲れさま
物療師の松沢稀弓さんは、38 年間は患者さんに対し、最
後の 5 年間は職員に対して施術を行なって、今回、定年退職
となりました。施術した後に
「身体が軽くなった」とお礼をいっ
てもらうことが、とても嬉しく励みになった。目の不自由な松
沢さんは、
「通勤の行き帰りにいろんなひとに手を貸してもらっ
たり、多くの温かいサポートがあっていままで頑張ってこられ
た」とのこと。これからは、趣味の社交ダンスをしたり、自
分の時間をゆっくりと大切に過ごしたいそうです。お元気で !

なかむら

しんじ

ハッスル研修医

freedom & flexibility
をモットーに

国澤部長より●松沢さんとは四半世紀の付き合いになります。
最初の印象は物静かで淡々と仕事をされる方で、すごく自分
を持っていて周りに対する気遣いも素晴らしい方だと思いまし
た。職員への福利厚生も担っていただき、感謝しています。

職員旅行

南フランスのセラヴィな日々

陽光きらめく南仏プロヴァンスに別れ
をつげ、軽く思い出気分で荷物をまとめ
て早朝空港に出発したところ、経由地パ
リがまさかの大雪。どうなる、仕事は家
族は、連絡は……。しかしそこで理事長
はじめみんなの落ち着いた態度、伊達
に日々激動のなかを生き抜いていない対
処能力。に励まされ、添乗員さんの力
もあいまって、結果じたばたせず帰国を
信じて楽しもうという機運に。仕事の上
でも大いに学びとなったのでした。

そると

近森会
保育室

ありがとう！

研修医

3 月 30 日土曜日、
21 人の近森っ子が元気に卒園しました。

エッヘン！

お着物で !

修了証をもらったよ

古曽部 和彦

縁もゆかりもない高知県にきて早一
年、おいしいご飯とお酒に毎日飲まれて
います。一年前は社会人になりたてかつ
異国の地で働くことに不安がいっぱいで
したが、素晴らしい同期や先生、コメディ
カルの方々のおかげで毎日楽しく研修さ
せていただいております。
大学生の頃は水泳をやっており、働
き始めてからマラソンも始めました。そ
して、死ぬまでに一度は出たいと思って
いた石垣島トライアスロンへ 4 月 14 日
に出場してきました。練習期間があまり
取れず、とてもしんどかったですが何と
か完走することができました。体力的に
も精神的にも一皮むけたと思うので、こ
れを研修のほうでも発揮していきたいと
思っています。
一年間でたくさんの知識を教えてい
ただきましたが、まだまだ未熟者でご
迷惑をお掛けすると思いますが、近森
病院のマークの意味である freedom &
flexibility をモットーに日々精進していき
ますので、これからもよろしくお願いし
ます。
こそべ かずひこ

No.322 ／ 5月号 5

新入職員の皆さん
土居 義典

三宮 将典

梅下 仁

山本 泰正

林 瑠衣子

市田 竜也

阿部 祥子

野島 滋

望月 雄介

中山 雄平

どい よしのり①近森会学
術担当理事②吾川郡いの町
③大阪医科大学医学部④循
環器内科を専門としていま
す。若手医師や研修医、そ
れに学生の教育に参画した
いと思っています。
さんのみや まさのり①整
形外科医師②高知市③岡山
大学④趣味は歴史小説や時
代劇が大好きです。お気軽
に声をかけてください。
うめした じん①消化器内
科医師②須崎市③高知大学
医学部医学科④一年ぶりに
近森病院に帰ってくること
ができました。早く戦力と
なれるよう日々精進してま
いります。高知のためにが
んばります。
やまもと やすまさ①消化
器内科医師②四万十市③愛
媛大学④わからないことだ
らけで、多々ご迷惑をおか
けすること思いますがよろ
しくお願いします。
はやし るいこ①人工透析
科医師②岡山県③高知大学
④岡山医療センターで研修
をしていましたが、結婚を
機に近森病院でお世話にな
ることになりました。新し
い輪を拡げていければと
思っています。
いちだ たつや①形成外科
医師②京都府京都市③近畿
大学医学部医学科④高知で
美味しい魚を食べるのが楽
しみです。食べ過ぎて太ら
ないようにスポーツジムデ
ビューをしようかなぁと目
論んでます。
あべ しょうこ①精神科医
師②兵庫県③香川大学④マ
マ友とアウトドア仲間を募
集中しています。よかった
らぜひ声をかけてください。
の じ ま し げ る ① 糖 尿 病・
内分泌医師②愛媛県宇和島
市③高知大学医学部④大学
で ゴ ル フ を 始 め ま し た が、
最近はラウンドする暇がと
れません。飛行機が好きで、
航空ショーに行きたいので
すが、こちらも…。
もちづき ゆうすけ①整形
外科医師②奈良県天理市③
岡山大学④中学から大学ま
で 野 球 を や っ て い ま し た。
捕手なので受け止めるのは
得意。カツオのように愛さ
れたたかれたいと思います。
なかやま ゆうへい①整形
外科医師②香川県③大阪医
科大学④得意なスポーツは
テニス（でした）
。また、
ジャ
ンル問わず音楽をこよなく
好んでおります。

◦後列左から

研修医

◦前列左から 岡村 圭介 おかむら け
いすけ ①初期研修医②京都市左京区銀閣
寺前町③岡山大学④サーフィンとダイビン
グ。
月に１回ぐらい中村の方に行って、
サー
フィンできたらと、思っています。
川村 幸代 かわむら さちよ ①初期研
修医②高知市③帝京大学④映画を観たり、
まんがを読むのが好きです。今後は活字の
本も好きになりたいと思っています。
重田 倫子 しげた のりこ ①初期研修
医②高知市③高知大学④大学でテニスをし
ていました。体を動かすことが好きです。
辻 やよい つじ やよい ①初期研修医
②大阪府柏原市③高知大学④春の選抜、夏
の甲子園、出身地の大阪よりも高知の応援
をしている自分に気がつきました。エセ土
佐弁といわれないように精進します。
時信 麻美 ときのぶ あさみ ①初期研
修医②高知市③徳島大学④趣味はランニン
グとテニスで、明るく元気なことが取り柄
です。人とのつながりを大切に、積極的に
日々を歩みたいと思います。

瀨戸口 隆彦 せ
とぐち たかひこ
①初期研修医②
高知市③名古屋大
学④精神科志望 36
才 で す。 実 家 は 高
知市ですが、20 代
はおもに関東で新
聞配達をしていま
し た。 趣 味 は 読 書
と旅行です。
中村 大輔 なかむら だいすけ ①初期
研修医②山口県③東海大学④作業療法士か
ら転身し、久々の社会復帰なので緊張して
います。２年間で高知県のグルメを制覇し
たいので情報を大募集中です。
濵田 龍正 はまだ りゅうしょう ①初
期研修医②高知市③高知大学④体がダンス
とお酒でできています。特にウイスキーが
好きです。音痴でカラオケは苦手ですが、
休日は作曲したりして過ごします。
松田 英之 まつだ ひでゆき ①初期研
修医②兵庫県加古川市③高知大学④ダイビ
ング等体を動かすことが好きです。身長が
185cm あるので、もし物がとれなくて困っ
た時はいつでも声をおかけください。
寺西 裕器 てらにし ゆうき ①初期研
修医②神奈川県鎌倉市③高知大学④僕は
20 年以上ずっと水泳に打ち込んできまし
た。それによって培った根性を活かして、
初期研修を泳ぎ抜きたいです。

近森病院 救命救急センター、手術室／看護師、救急救命士
◦前列左から 小松 一臣 こまつ
かずおみ ①手術室看護師②高知
市小倉町③高知県医師会看護専門学
校④今年から手術室へ配属になりま
した。４月から始まる社会人として
の自覚を持って、患者さんを第一に
考えた援助に、最善を尽くしていき
ます！
廣光 未穂 ひろみつ みほ ①手
術室看護師②南国市③高知中央高等
学校④趣味はギターを弾くことで
す。ゆずや HY など JPOP が好きなのでオ
ススメの曲があれば教えていただきたいと
思います。
中村 ひらり なかむら ひらり ①手術
室看護師②南国市③高知中央高等学校看護
科④常に患者さんや、
家族の方に寄り添い、
優しく笑顔でていねいに対応できる看護師
になりたいと思います。
◦後列左から 加志﨑 大地 かしざき
だいち ①救命救急センター（ER）看護
師②高知市③高知県医師会看護専門学校④

ちょっとした料理を作ったり、ドライブや
カフェ巡りをするのが趣味です。うどんが
大好きで、年に何度も香川に食べに行って
います。
大峯 安佐加 おおみね あさか ①救命
救急センター（ER）看護師②高知市③高
知県立大学（旧高知女子大学）看護学部看
護学科④小旅行が好きで、休みの日は車で
出かけています。仕事では、笑顔を絶やさ
ず明るく元気にやっていきたいです。
次ページに続きます。
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1 年半ほど禁酒をしていますが、近々解禁
予定です !!
矢野 朱音 やの あかね ①救命救急セ
ンター（放射線科）看護師②土佐市③高知

中央高等学校④趣味はドライブですね。暇
があれば友達をさそって楽しんでます。こ
れからは、もっといろいろな所に行ってみ
たいです。

◦前列左から 中村 京子 な 近森病院救命救急病棟 ICU ／
かむら きょうこ ① ICU 看護
看護師
師②高岡郡中土佐町久礼③高知
県医師会看護専門学校④趣味は
サックス演奏、音楽鑑賞、一昨
年は友人に誘われ、ダイビング
のライセンスを取得しました。
今年は娘のピアノの発表会で娘
と一緒に演奏する予定です。
公文 絢子 くもん あやこ
① ICU 看護師②香南市③高知学
園短期大学看護学科④趣味はス
ポーツで最近までフットサルを
していました。たくさんの出会いを大切に
護専門学校④趣味は音楽鑑賞と、DVD 鑑
して患者さんの思いにより添える看護師を
賞です。看護師として責任を持ち、たくさ
目指したいです。
んの患者さんを笑顔にしていきたいです。
山本 ひかる やまもと ひかる ①救命
◦後列左から 岡林 里花 おかばやし
救急病棟看護師②高知市③高知県医師会看
りか ①救命救急病棟看護師②香南市③龍

馬看護ふくし専門学校④休みの日はドライ
ブやショッピングに友だちと出かけたり皆
でワイワイにぎやかに過ごすことが大好き
です !! ４月からは身体を動かすスポーツを
何かはじめようかな !? と思ってます。
加納 佐和 かのう さわ ①救命救急病

橋永 夏美 はしなが なつみ ①救命救
急センター（ER）救急救命士②岩手県盛
岡市③大阪医専④趣味は、ビールとドライ
ブとボルダリングです。小さな子供がいて

近森病院北館 HCU、SCU ／看護師

中城 実弓

なかじょう みゆ ① HCU
看護師②高知市③高知学園短期大学看護学

近森病院北館 3、４、5・6 階／看護師

◦前列左から 廣橋 真莉 ひろはし ま
り ①北館３階看護師②高知市③高知県医
師会看護専門学校④体を動かすことが好き
です。働きはじめてもなにかスポーツなど
やっていきたいです。
横山 華乃 よこやま かの ①北館４階
看護師②高知市③高知県医師会看護専門学
校④趣味は、
楽器演奏です。
友人４人とサッ
クスアンサンブルをしています。いつか、
患者さんにむけて演奏したいです。
山本 梨緒 やまもと りお ①北館４階
看護師②須崎市③高知学園短期大学④趣味
は韓国ドラマを見ることです。高校時代に
韓国語を習い、韓国に興味を持ち今でも少
しずつ勉強しています。

近森病院本館 5、6 階／看護師
◦前列左から 中山 佳胡 なかやま か
こ ①本館 5B 看護師②高知市③高知学園
短期大学看護学科④趣味はバスケットボー
ルです。医療現場でもチームで協力し、一
つのことをなしとげ、成長していきたいと
考えています。

棟看護師②佐川町③高知中央高等学校④小
さい頃からの夢だった看護師になれたの
で、たくさん勉強して、立派な看護師にな
ります。また、私は何事も遠回りしてでも
終わりまでやりこなします。この長所を仕
事に活かして行きたいと思います。
谷岡 祐門 たにおか ゆうと ①救命救
急病棟看護師②宿毛市③高知県立幡多看護
専門学校④趣味はスポーツで、
休日は、
ジョ
ギングをするなど、とにかく体を動かすこ
とが大好きです。近々、フルマラソンに挑
戦しようと思っています。

科④幼い頃からしている水泳
が大得意です。食べることも
好きで、特にスイーツが大好
きなので、オススメがあれば
ぜひ教えてください！
西内 美保 にしうち みほ
① HCU 看護師②高知市③龍
馬看護ふくし専門学校④休日
は愛犬２匹を連れ、ドライブ
に行くのが日課になっています。愛犬と遊
ぶのが好きな方、ぜひお供させて下さい！

かしざき もえみ ①
SCU 看護師②高知市③高知学園短期大学
④趣味はカフェやケーキ屋巡りです。今年
は３年振りにソフトテニスを始めたい。食
べることも体を動かすことも好きです。
佐々木 朱音 ささき あかね ① SCU
看護師②高知市③高知県立高知東高等学校
④趣味は DVD 鑑賞でとくに海外ドラマを
見るのが好きです。体を動かすことが好き
なので今年はジョギングなどにチャレンジ
したいと思っています。

◦後列左から 原﨑 恵子
はらさき けいこ ①北館
5・6 階看護師②岡山県③高知
大学医学部看護学科④趣味は
バレーボールと居酒屋巡りで
す。あまり有名でない隠れ家
的な居酒屋があれば、ぜひ教
えて下さい。
杉本 季実子 すぎもと き
み こ ① 北 館 5・6 階 看 護 師
②高知市③高知学園短期大学
看護学科④中高と大学２年間
部活動で弓道を続けていました。今までの
ように、何事も粘り強く取り組もうと思っ
ています。
森本 知世 もりもと ともよ ①北館 5・

6 階准看護師②高知市③高知学園短期大学
④映画、音楽鑑賞が趣味。忙しい１年にな
りそうですが人との出会いを大切にし、毎
日笑顔で過ごしていきたいと思います。

小笠 明日香 おがさ あすか ①本館
5B 看護師②徳島県③高知大学医学部看護
学科④大学進学とともに高知へ来て以来、
高知が大好きになり、今後も住まわせても
らうことに決めました。お酒と読書が大好
きです。
𠮷川  幸恵 よしかわ ゆきえ ①本館

加志崎 もえみ

5B 看護師②高知市③高知県医師会看護専
門学校④趣味はランニングや体を動かすこ
とです。フルマラソンに出場してみたいと
密かに考えながら日々走っています。ラン
ニング仲間が増えたら嬉しいです。いろん
なスポーツにも挑戦したいので、スポーツ
をされている方、
気楽に声をかけて下さい。
畔地 紅 あぜち あかね ①本館 5C 看
護師②香美市③高知県医師会看護専門学校
④中、高とバレーボールをしていました。
休みの日は、映画を観に行ったり、買い物
をするのが好きです。働き始めて、時間が
出来たら、
色々な国に旅行にいきたいです。
井上 有紗 いのうえ ありさ ①本館
5C 看護師②高知市③高知学園短期大学看
護学科④趣味は、お菓子作り、アルバム作
りです。細かい作業ですが、夢中になるこ
とが出来ます。プレゼントをし、喜ぶ笑顔
を見る事も好きです。
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清水 園香

しみず まどか ①本館 5C
看護師②土佐市③高知中央高等学校④私
は、旅行をすることが好きです。これから
は、国内だけでなく、海外のいろいろな場
所も観光していきたいです。
◦後列左から 掛水 幸生 かけみず さ
ちお ①本館 6B 看護師②高知市③高知県
医師会看護専門学校④趣味はスノーボード
です。ここ数年はあまりやれていないので
すが、また機会があればケガをしない程度
にスベりに行きたいと思っています。
茶畑 美波 ちゃばた みなみ ①本館
5C 看護師②土佐清水市③高知県立幡多看
護専門学校④土佐清水の実家へのドライブ
が気分転換になります。今年は室戸方面に
もチャレンジしたいと思っています。
渡邊 菜摘 わたなべ なつみ ①本館
6B 看護師②高知市③龍馬看護ふくし専門
学校④食べに行くことや、飲みに行くこと

近森オルソリハビリテーション病院
／看護師

小松 真依 こまつ まい ①オルソ４階
看護師②南国市③高知中央高等学校④新卒
で看護師となりました。趣味は家族であり
愛猫である「チビ」の写真を撮ったり、一
緒に遊ぶことです。
濱田 千世 はまだ ちせ ①オルソ５階
看護師②高知市③高知学園短期大学④テレ
ビや映画を見ることが大好きです。
「帰っ
てきたドラえもん」は名作だと思っていま
す！ オススメ作品があればぜひ教えて下
さい。

薬剤部／薬剤師

が好きです。おすすめのお店があったらぜ
ひ教えて下さい。旅行にもたくさん行って
みたいです。
伊勢脇 瑞葉 いせわき みずは ①本館
6C 看護師②四万十市③龍馬看護ふくし専
門学校④趣味は食べることです。最近は、
家でも毎日料理をしてます。おいしいもの
をいっぱい食べて、元気に働いていきたい
です。
岡村 佳奈 おかむら かな ①本館 6C
看護師②安芸郡③高知中央高等学校④色ん
なことを経験し、たくさんの人たちと関わ
り、知識をもった人になりたいと思ってお
ります。
川﨑 聖信 かわさき きよのぶ ①本館
6C 看護師②吾川郡いの町③高知大学医学
部看護学科④旅行・ダイビングが趣味です。
仕事だけでなくプライベートも充実してい
きたいです。

◦前列左から 前島 智美
まえじま ともみ ①リハ２
階西准看護師②高知県③高知
市立高知商業高等学校④これ
までずっと続けてきたバレー
ボールが大好きで、これから
もずっと続けられたらと思っ
ています。
堅田 純香 かたた すみか
①リハ２階東看護師②高知市
③高知中央高等学校④趣味は
スポーツ観戦で、いろんな競
技をテレビで見ています。いつもテレビの
前で応援しているので、いつかはスポーツ
をしている現地へ行って応援したいと思っ
ています。
林 亜希 はやし あき ①リハ２階東介
護福祉士②須崎市③高知福祉専門学校④
趣味は旅行に行くことです。いつか四国
八十八カ所めぐりもしてみたいと思ってい
ます。
◦後列左から 近澤 かおり ちかざわ
かおり ①リハ３階西看護師②高知市③中

前田 昌男

まえだ
まさお ①薬剤部
薬剤師②高知市③帝
京大学薬学部生物薬
学科④趣味は旅行で
す。専ら国内が多い
ですが。前の会社で
スノーボードを始め
ました。病院は初め
てですし、１日１日
を大事に過ごしたい

部薬剤師②吾川郡いの町③徳島文理大学④
スポーツをするのも見るのも大好きです。
さらにフルマラソンを２回完走しており、
次の目標は３時間台です。なので体力には
自信があります。
竹田 有理沙 たけだ ありさ ①薬剤部
薬剤師②高知市③大阪薬科大学④音楽が好
きで、去年はミスチルや絢香のライブに行
きました。今年も様々なアーティストのラ
イブに行って元気をもらいたいです。
高橋 佐和 たかはし さわ ①薬剤部薬
剤師②高知市③大阪薬科大学④おいしいお
茶と甘いお菓子が大好きです。今年は体力
をつけるために、身体を動かしていきたい

谷 未来 たに みく ①第二分院３階看

護師②高知市③高知県立大学④国内・海外
問わず旅行が趣味です。１人旅もよく行き
ます。すてきな景色、街並み、おいしい食
べ物などおすすめがあればぜひお話きかせ
てください。
後藤 麻友 ごとう まゆ ①第二分院５
階看護師②香美市③高知県立大学④趣味
は、音楽鑑賞、散歩、雑貨集め、温泉など
などで、節操なくゆるーく面白そうなこと
はなんでもやっています。
好奇心旺盛です。

近森リハビリテーション病院／看護師、介護福祉士

です。

田中 惇一 たなか じゅんいち ①薬剤

近森病院第二分院／看護師

と思っています。

臨床栄養部／管理栄養士

央高校衛生看護専攻科④趣味は、読書や手
芸、洋裁です。とくに、洋裁については、
不要になった服の生地を使って、また別の
ものに作り直したり、リサイクルしたりし
ています。
森光 麻美 もりみつ あさみ ①リハ３
階西看護師②須崎市③龍馬看護ふくし専門
学校④趣味は映画観賞と旅行に行くです。
昨年はオーストラリアで乗馬をして、セス
ナ機で空からオーストラリアの海を見てき
ました。
中村 美代 なかむら みよ ①リハ３階
東看護師②高知市③高知県医師会看護専門
学校④趣味は買い物ですが、最近は DVD
鑑賞や録画していた映画を見て過ごしてい
ます。そのせいか体が重く感じてきはじめ
たため体を動かし、体力をつけたいと思っ
ています。

太田 由莉恵 おおた ゆりえ ①臨床栄
養部本院栄養科管理栄養士②愛知県豊橋
市③越原学園名古屋女子大学④愛知県か
ら高知にやって来ました。食べることが大
好きなので、高知のおいしいものをたくさ
ん食べたいです。おすすめがあったら教え
てください。
斎藤 由佳 さいとう ゆか ①臨床栄養
部本院栄養科管理栄養士②福岡県③武庫
川女子大学④趣味は、クラシックバレエ、
食べ歩きです。高知での生活は初めてなの
で、美味しいお店やおすすめの場所などあ
れば教えていただきたいです。
川野 結子 かわの ゆいこ ①臨床栄養
部本院栄養科管理栄養士②奄美大島（鹿児
島県）③中村学園大学④いろいろなイベン
ト事に燃えるタイプで、地元の祭りでは、
舟こぎ大会、シーカヤック大会など毎年参
加していました。
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臨床工学部／臨床工学技士

小松 大悟 こまつ だいご ①臨床工学

部臨床工学技士②吾川郡いの町③東海大学
開発工学部医用生体工学科④趣味は高校か
ら続けている卓球で、今でもひまな時に

やっています。元気にやっていきた
いです。
中谷 明里 なかや あかり ①臨
床工学部臨床工学技士②高知市③四
国医療工学専門学校④飼っている２
匹の猫や自然などの写真を撮影する
ことが好きです。写真のように、
日々
の出来事を大切に心に留めていきた
いです。
西村 有司 にしむら ゆうじ ①
臨床工学部臨床工学技士②高知市③四国医
療工学④趣味は小学校からしているサッ
カーです。最近は、する機会が減っている
ので気軽に誘ってもらえたら嬉しいです。

臨床検査部／臨床検査技師
坂本 和香奈

さかもと わかな
①臨床検査部臨床検査技師②高
知市③高知学園短期大学④映画鑑
賞が趣味で、特にホラー映画を観
ることが好きです。
角田 奈穂 つのだ なほ ①臨
床検査部臨床検査技師②吾川郡③
高知学園短期大学④音楽鑑賞や、演奏する
事が好きで、
バンド活動に参加した際には、
トロンボーンを演奏しました。また演奏す
る機会があれば、大好きなトロンボーンを

演奏したいです。
山本 梓 やまもと あずさ ①臨床検査
部臨床検査技師②南国市③高知学園短期大
学④趣味は映画鑑賞で学生時代は映画館で

近森病院理学療法科

◦前列左から 芝 彩那 しば あやな
①本院理学療法科理学療法士②高知市③高
知医療学院④音楽鑑賞が趣味で、R&B やブ
ルース、最近はジャズに興味を持っていま
す。おすすめの曲があれば教えて下さい。
森 矩留美 もり くるみ ①本院理学療
法科理学療法士②四万十町③土佐リハビリ
テーションカレッジ④趣味は旅行と Cafe
巡りです。Cafe 巡りでは、Cafe Book を参
考に友達と美味しいケーキを食べることが
好きです。
東 直子 あずま なおこ ①本院理学療
法科理学療法士②宿毛市③学校法人高知学
園高知リハビリテーション学院④専門学校
の時にクラスの代表を任されており、責任
感をより持つようになりました。この気持
ちを忘れず、働かせていただきます。
尾﨑 摩以子 おさき まいこ ①本院理
学療法科理学療法士②高知市③広島国際大
学④中学から大学まで弓道をやっていまし
た。スポーツが好きなので、これから色々
なことに挑戦したいです。
榛田 彩香 はるた あやか ①本院理学
療法科理学療法士②高知県③土佐リハビリ
テーションカレッジ④犬が大好きで、家
では今年で９歳になる犬を飼っています。
とって可愛いいです。ペット自慢など話し
ていただけたら嬉しいです。
藤本 梨乃 ふじもと りの ①本院理学
療法科理学療法士②安芸市③土佐リハビリ

画像診断部 三浦 嵩史

みうら
たかし ①
画像診断部
診療放射線
技師②高知
市③大阪物
療専門学校
④多趣味で
フットサルやサーフィンなどいろいろやっ
てますが最近特に将棋にハマって NHK の
将棋講座を録画して観てます。
西川 恭平 にしがわ きょうへい ①画
像診断部診療放射線技師②南国市③川崎医
療短期大学④久しぶりに高知に帰ってきま
した。高知は居酒屋が多いので、一人居酒
屋に挑戦してみたいと思います。
アルバイトをしていました。最近のオスス
メは「リンカーン」と「ザ・グレイ」です。
面白かったので見てみて下さい。
楮佐古 美奈 かじさこ みな ①臨床検
査部臨床検査技師②高知市③高知学園短期
大学④音楽が好きでライブに行ったり夏の
音楽イベントによく行ってます。また、ヨ
ガをしたり、休日には１〜２時間散歩をし
たり、体を動かすことが好きです。

近森病院作業療法科、言語療法科

テーションカレッジ④体を動かすのが大好
きです。小学校からずっとバレーボールを
やっています。これからも続けていきたい
なと思っています。
◦後列左から 河添 晃治 かわぞえ こ
うじ ①本院理学療法科理学療法士②高知
市③高知リハビリテーション学院④趣味は
野球観戦で広島カープファンです。大学時
代にサックスを吹いていたので、ジャズ、
フュージョンをよく聴きます。
古谷 知裕 ふるや ともひろ ①本院理
学療法科理学療法士②高知市③高知医療学
院④ボクシングを６年、
波乗りを 14 年やっ
ています。日焼け対策バッチリで臨んでい
ますが、夏場は暗い所では目と歯しか見え
なくなります。
川村 光聖 かわむら こうせい ①本院
理学療法科理学療法士②南国市③土佐リハ
ビリテーションカレッジ④中学から柔道を
しています。何事にも積極的かつ粘り強く
チャレンジしていきます。
大黒 雅弥 おおぐろ まさや ①本院理
学療法科理学療法士②高知市③土佐リハビ
リテーションカレッジ④中学から現在まで
ソフトテニスをやっており、体力には自信
があります。
戸梶 靖之 とかじ やすゆき ①本院理
学療法科理学療法士②高知市③高知リハビ
リテーション学院④最近おいしい物を食べ
たり、
飲んだりすることにはまっています。

◦前列左から 山本 学 やまもと まな
ぶ ①本院作業療法科作業療法士②高知市
③土佐リハビリテーションカレッジ④９年
目の作業療法士です。前職では、
ビール部、
映画部、ゴルフ部を作って活動していまし
た。仕事もプライベートも充実するぞ！
久保田 沙里 くぼた さり ①本院作業
療法科作業療法士②香川県③四国中央医療
福祉総合学院④３歳から始めたエレクトー
ンを弾くことが趣味で、ストレス発散法で
もあります。
◦後列左から 野本 昌子 のもと しょ
うこ ①本院言語療法科言語聴覚士②香川
県③四国中央医療福祉総合学院④趣味は雑
貨屋や cafe を巡ることです。おすすめの
お店があったら教えて下さい。また、小学
校から高校までバスケットボールをやって
いたので、体を動かすことが大好きです。
田村 咲 たむら さき ①本院言語療法
科言語聴覚士②南国市③高知リハビリテー
ション学院④趣味は映画鑑賞です。また人
良いお店を教えて下さると嬉しいです。
濱田 純平 はまだ じゅんぺい ①本院
理学療法科理学療法士②高知市③学校法人
高知学園高知リハビリテーション学院④バ
スケを通じてチームの行動を学びました。
臨床でも患者さんひとりに対してチーム医
療を意識して取り組みたいと思います。
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とコミュニケーションをとることが好きで
す。映画を一の話題としてたくさんの方と
関わりたいです。
東 慶史 ひがし けいし ①本院言語療
法科言語聴覚士②大分県大分市③専門学校

近森リハビリテーション病院理学療法科

◦前列左から 衣笠 由希 きぬがさ ゆ
き ①リハ病院理学療法科理学療法士②高
知市③土佐リハビリテーションカレッジ④
絵や読書や写真の好きな超屋内型です。か
なりの運動音痴ですが、安心感のある体づ
くりのために今年は何かスポーツを始めた

近森リハビリテーション病院作業療法科
◦前列左から 筒井 玲菜 つつい れな
①リハ病院作業療法科作業療法士②香川
県③四国医療専門学校④趣味は旅行に行く
ことや映画鑑賞です。体を動かすことも好
きなので、何かスポーツを始めたいと思っ
ています。
中元 華穂 なかもと かほ ①リハ病院
作業療法科作業療法士②福岡県③国際医療
福祉大学④競技エアロビックを 10 年以上
してきました。笑顔と明るいところは誰に
も負けません。セラピストとしてそして一
人の人間として成長していきたいです。体
を動かすことや集団で何かをすることはと
ても大好きです。
片山 結 かたやま ゆい ①リハ病院作
業療法科作業療法士②高知市③県立広島大
学保健福祉学部作業療法学科④広島の大学
を卒業し、地元高知に戻って来ました。高

すずき
はるか ①リハ病
院理学療法科理学療
法士②愛媛県③四国
中央医療福祉総合学
院④趣味は読書です。
主にミステリー系が
好きで読んでいます
が他の分野にも手を
だそうか悩み中です。
塚田 佳菜絵 つか
だ かなえ ①リハ
病院理学療法科理学療法士②神奈川県③学
校法人岩崎学園横浜リハビリテーション専
門学校④趣味は音楽を聴いたり、買い物に
行ったり漫画を読む事です！オススメの漫
画や音楽があったら是非教えて下さい！
長﨑 和佳 ながさき わか ①リハ病院

理学療法科理学療法士②吾川郡③高知リハ
ビリテーション学院④趣味は音楽鑑賞で
す。また、
硬筆と書道を 15 年間続けました。
そのため最初に決めたことは最後までやり
抜く力があります。職場では、挨拶や笑顔
を大切にし、責任感を持って働かせて頂き
ます。
◦後列左から 久保 遼介 くぼ りょ
うすけ ①リハ病院理学療法科理学療法士
②高知市③高知リハビリテーション学院④
趣味は剣道です。今の目標は体重を 10kg
減らすことです。何かいい方法があれば教
えてください !!
小松 慎弥 こまつ しんや ①リハ病院
理学療法科理学療法士②香美市③玉野総合
医療専門学校④私の趣味はスポーツです。
近森病院はスタッフ様の数が多いので、仕
事以外にも色々な所で交流していきたいと
思っています。
中越 瑞貴 なかごし みずき ①リハ病
院理学療法科理学療法士②梼原町③土佐リ
ハビリテーションカレッジ④体を動かす事
が大好きで、中学時代から野球やソフト
ボールをやっています。また、礼儀や誠実
さを学んできました。

知と言えば勿論お酒も嗜みつつ
たくさん笑い、より高知を好き
になりたいです。
◦後列左から 岡崎 雄太 お
かざき ゆうた ①リハ病院作
業療法科作業療法士②香川県③
四国医療専門学校④スポーツは
野球やバトミントンを中高を通
して練習してきました。高知の
地でもスポーツを通して、地域
の方々と交流できればと考えて
います。
花島 右季 はなじま ゆうき ①リハ病
院作業療法科作業療法士②愛媛県松山市③
愛媛十全医療学院④基礎から学ぶため愛媛
からこの地にやってきました花島です。趣
味は温泉、グルメ探索、スノボー。暇な方
はご一緒願います。
瓜生 琢弥 うりゅう たくや ①リハ病
院作業療法士②福岡市③帝京大学福岡医療

技術学部④趣味は読書と散歩です。毎日笑
顔をたやさずに、新しいことにも全力で取
り組んでいきたいと思います。
沢田 大明 さわだ ともあき ①リハ病
院作業療法科作業療法士②高知市③高知リ
ハビリテーション学院④福岡から８年ぶり
に高知に戻ってきたので、いろんな所へ
行っておいしいものを食べたいです。

麻生リハビリテーション大学校④今まで九
州で過ごし、初めて高知にきました。九州
はラーメンがおいしいので、よく食べ歩き
をしていました。ラーメンが好きな方は、
声をかけてください。
いです。

鈴木 春風

近森リハビリテーション病院言語療法科

◦前列左から 箭野 友美 やの ともみ
①リハ病院言語療法科言語聴覚士②高岡
郡越知町③高知リハビリテーション学院④
趣味は旅行に行くことで、海外旅行が目標
です。
坂田 真実 さかた まみ ①リハ病院言
語療法科言語聴覚士②高知市③高知リハビ
リテーション学院④趣味は音楽鑑賞で、何
でもよく聴いています。とくに歌って踊る
アーティストが大好きでライブにも行きま
す。
河野 史恵 こうの ふみえ ①リハ病院
言語療法科言語聴覚士②大分県別府市③臨

近森オルソリハビリテーション病院理学療法科、作業療法科

床福祉専門学校④
大学進学→就職→
専門学校入学で 14
年間首都圏で過ご
しました。ジョギ
ング、ヨガ、三線、
石 垣 島、 散 歩、 食
べることが好きで
す。
◦後列左から 石
元 祐光 いしも
と ゆうこう ①リハ病院
言語療法科言語聴覚士②土
佐市③高知リハビリテーション学院④趣味
は、お菓子づくりです。難しいお菓子には
挑戦したことはありませんが、簡単なもの
であればよくつくって、友人同士で一緒に
食べたりしています。
濱口 祐旗 はまぐち ゆうき ①リハ病
院言語療法科言語聴覚士②高知市③姫路獨
協大学④趣味は映画鑑賞と麻雀です。新作
旧作、洋画邦画問わず、お勧めの映画があ
りましたら、教えていただけると嬉しいで
す。

◦前列左から 谷 佑輝子 たに ゆきこ
①オルソ理学療法科理学療法士②高知
市朝倉③学校法人高知学園高知リハビリ
テーション学院④私は高校から続けてい
る弓道で集中力を鍛えました。これからは
それを生かし、患者さんのために一生懸命
働いていきたいと思います。
岡本 瑞穂 おかもと みずほ ①オルソ
理学療法科理学療法士②香美市③甲南女
子大学④神戸から 4 年ぶりに高知に帰って
きました。趣味はバレーです。今後は様々
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なことをチャレンジしていきたいです。
西紋 志織 にしもん しおり ①オルソ
理学療法科理学療法士②香川県③四国医療
専門学校④野球観戦が大変好きで毎年、東
京ドームに行き、巨人を応援しています。
また、中学生の頃からソフトテニス部に所
属していました。テニスなど、体を動かす
ような機会があれば是非参加したいです。
◦後列左から 上野山 貴士 うえのやま
たかし ①オルソ理学療法科理学療法士
②和歌山県③土佐リハビリテーションカ

レッジ④私は、小学校２年の頃から現在ま
で、サッカーを続けているため、一つのこ
とに対する継続力と、体力には自信があり
ます。
京馬 功英 けば のりひで ①オルソ理
学療法科理学療法士②南国市白木谷③人間
総合科学大学④高校時代はボクシング部に
所属していました。長所は我慢強いところ
です。患者さんに信頼されるセラピストを
目指します。
秀浦 基生 ひでうら もとき ①オルソ

医療福祉部

京セラドームで観て
きました。
明星 沙緒里 みょ
うじょう さおり
①第二分院医療相談
室ソーシャルワー
カー②愛媛県③高知
県立大学④中学生の
頃から吹奏楽をして
います。担当楽器は
ホルンです。全国大会にも出場したことが
あります。音楽が大好きです。
川内 将裕 かわうち まさひろ ①リハ
病院医療相談室ソーシャルワーカー②高知
市③聖カタリナ大学④趣味はギター、野球
観戦です。とくに野球は自分自身も小中学
校とやっていました。今年は念願のプロ野
球キャンプを沖縄まで足を運び観ることが
出来ました。また機会があれば、生で野球
を観たいと思います。

大石 莉都子 おおいし りつこ ①本院
医療相談室ソーシャルワーカー②高知市③
京都府立大学④趣味は登山、温泉巡り、旅
行、美術館で絵を観ることです。最近美術
館の年間パスポートを買ったので、たくさ
ん行きたいと思います。
山下 佑三 やました ゆうぞう ①本院
医療相談室ソーシャルワーカー②高知市③
四国学院大学④趣味はスポーツ観戦です。
特に野球が好きで、先日も WBC の試合を

■ 高知中央医療圏脳卒中地域連携の会 ■

第 22 回合同会合の報告
高知中央医療圏
脳卒中地域連携の会事務局
近森病院脳神経外科部長
地 域 連 携 パ ス の 22 回 目 の 会 合 を

土屋 崇 つちや たかし ①医事課事務

②長野県長野市③専修大学法学部法律学科
④阿波踊りを踊れる長野県民です。高知は
よさこいですよね。阿波踊りプラスよさこ
いも踊れる高知県民、目指します !!
西嶋 幸枝 にしじま ゆきえ ①秘書課
事務②神奈川県③共立医療秘書専門学校④
初めての土地で子供達と一緒に毎日を楽し
く過ごしています。今後も一日を大切にし
ながら、
楽しい生活を送りたいと思います。

れていました。
後半は綾川町国民健康保険陶病院
院長の大原昌樹先生から維持期や在宅
からみた連携の視点を中心に講演をお
県の会長を兼ねておられ、ケアマネの

高橋 潔

視点からもいろいろ教えていただきま
した。

たかはし

きよし

携パスの昨年度の使用状況
を事務局から提示しました。

ホールで行いました。多職種、多施設から

昨年度は 1780 例の脳卒中

計 131 名の参加がありました。今回は遠

のうち 725 例 41 パーセン

く石川県からも脳卒中連携パスの視察に参

トの患者 さんが連携パス

加がありました。

を用いて情報共有が行わ

お弁当拝見 13

管理部

願いしました。ケアマネ協議会の香川

2013/3/17 高 知 医 療 セ ン タ ー く ろ し お

前半部分で高知中央医療圏脳卒中地域連

理学療法科理学療法士②島根県③福岡リハ
ビリテーション専門学校④趣味はスポーツ
観戦です。また球技は実際にするのも好き
なので、体力作りにこれから色々なスポー
ツをしたいと思います。
磯﨑 拓也 いそざき たくや ①オルソ
作業療法科作業療法士②香川県三豊市③四
国医療専門学校④ 23 歳の現役の作業療法
士です。香川県のことならなんでも知って
ます。どんなことでも聞いてください。

ハートがいっぱい！
フレーフレー 1 年生
障害者福祉サービスセンター
ウエーブ支援員 根木 紀佳

この春、我が家の娘はピカピカの一

今まで保育園では遠足や

年生になりました。新学期が始まるま

園外保育の時だけお弁当でし

での 1 週間は児童クラブにお弁当を

た。いつもお弁当へのリクエストを聞

時に卵焼きをハートにしたりおにぎり

持って通っていました。期間限定のお

くと「おかずはミートボールと卵焼き

をハート型に握ったりとひと工夫して

弁当作りでしたが新しい慣れない環境

と夜ご飯の残りでいいよ」と言ってく

見た目をかわいくしています。そして

で頑張ってもらいたいと思いながらの

れるので助かります。そして「おにぎ

パプリカやのりをハートに切ったりと

お弁当作り。自分が仕事の時は手抜き

りと卵焼きはハートにしてね」と定番

ハートがいっぱいになるのですがいつ

で簡単に作るのですが子供のために作

ハート弁当のリクエスト。おかずは特

も「かわいい」と喜んでくれるので嬉

る時はちょっぴり気合いが入ります。

別なものは作れませんが盛りつける

しいです。

ねぎ

のりか
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■「ＥＲＣＰパス大会を開催して」■

知識の共有が必要と考えパスを作成し

バリアンスの発生要因と
ミラクリッドの膵炎予防投薬の可否

発生が多く、パスが使用しづらいと不

近森病院消化器内科部長

管理室からパスの現状や問題点などに

ました。しかしながら、バリアンスの
評でした。
今回のパス大会では医師、看護師、
薬剤師、管理栄養士、医事課、システム

岡田 光生

ついて発表してもらい、活発な意見交
換が行われました。平日に院内で開催

ERCP とその関連手技は胆膵系
の精査のほか、胆道ドレナージや
胆石の摘出などの治療を低侵襲に
行うことが可能ですが、ひとたび
偶発症をおこすと重篤となり得ま
す。そのため、インフォームドコ
ンセントの充実、ケアの標準化、

されたため、近森病院の職員の参加が
多く活発な意見交換がしやすかったと
思われます。
バリアンスの発生要因、ミラクリッ
ドの膵炎予防投薬の可否が検討の中心
となりました。今後のパスの改定に活
かしたいと思います。
おかだ

みつお

■ 第 2 回日本笑い学会四国支部研究会 ■

「笑いの作用」を体感
近森オルソリハビリテーション病院
６階病棟看護師

の 枝 廣 篤 昌 先 生 に ▼古今亭菊志んさん
「笑いのチカラと健
康 」 を テ ー マ に、

池永

利江

様々な学術研究か
ら明らかになった
誘 引 作 用、 親 和 作
用、 浄 化 作 用、 開
放作用について講
演していただきま
した。第二部では、
東京を中心に活躍する江戸落語家、古
今亭菊志んさんに落語を演じてもら
い、参加者の皆さんに「笑いの作用」

▲枝廣先生、古今亭菊志んさん、著者

▲右が笑いヨガを行う枝廣先生

3 月 20 日、近森病院では 2 回目と
なる、日本笑い学会四国支部研究会が

開催されました。
第一部は豊岡台病院院長、精神科医

ワイン講座 ◦ 11

ワインの王様
ブルゴーニュ

その 2

畑について
ブルゴーニュ地方の生産者を訪ねると、
ほとんどの生産者はまず畑に案内してくれ
ます。そして日当たりの良さや土壌の違い、
自分たちの畑やぶどうの樹がいかに入念に
手入れされているかを誇らしげに語ってく
れます。
異国の地で想像していた華やかなワイ
ンのイメージとはかけ離れていましたが、
現地に行く、現場を見ることの大切さを痛
感し、ワインは農業の延長線上にあること
を改めて認識し、考え方が大きく変化しま
した。
ボルドー地方は生産者が格付けされて
いるのに対し、ブルゴーニュ地方の特徴
は畑が格付けされていることです。しかし、

ジュヴレ・シャンベルタン・ラヴォー・サン・
ジャック・プルミエ・クリュ／生産者：ジェラー
ル・ラフェ／生産地：ブルゴーニュ、ジュヴレ・
シャンベルタン村／「ジュヴレ・シャンベル
タン」村の「ラヴォー・サン・ジャック」畑
のもの。ここは、プルミエ・クリュ（１級畑）
。
所在地がワイン名になっていると考えても分
りやすいかと思います。

その畑には、たくさんの所
有者が存 在し、同じ名前
で造り出されるワインのス
タイルや品質、そして価格
はさまざま々なのです。
よく知られたワインや高
名なワインだと、つい安心
して手に取ってしまうこと
の多い日本人ですが、ブル
ゴーニュの畑や生産者の
事情を知ってしまうと、手
に 取るワインも、 きっと
変わってくるのではないで
しょうか。
鬼田知明（有限会社鬼田酒店代表）

を体感していただきました。
最後に枝廣先生のレクチャーで「笑
いヨガ」
を行ないました。参加者の方々
から「楽しく学べ、自分の職場でも実
践したい」と大好評でした。充実した
会となり、参加者の皆さん、スタッフ
の皆さんに心からお礼申し上げます。

次回も企画中です。ぜひご期待くださ
い。

いけなが

としえ

回
（職員対象）
第21 チカモリシネマクラブ
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2
日時：2013 年 5 月 16 日（木）18：00 ～
場所：管理棟 3 階 大会議室 3
出演：マイケル・J・フォックス、クリ
ストファー・ロイド、リー・トンプソン
時間：108 分／ 1989 年（アメリカ）
シリーズ第二弾。現在から未来そして再
び過去へと、シリーズで一番多くのタイム
スリップが繰り返されるドキドキ感満載
の続編です。前作から更にスケールアップ
し、ストーリー展開も面白さが倍増してい
ます。なかでも前
作のストーリーの
裏側で PART2 のス
トーリーが進行す
る構成には唸らさ
れます。
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出 張 報 告
回復期リハビリテーション研究大会に参加して

すばらしい刺激を受けて
近森オルソリハビリテーション病院
5 階病棟看護師 筒井 ますみ
去年 4 月から 1 年近く取組んできた
看護研究を、回復期リハビリテーショ
ン病棟協会の第 21 回研究大会で「整
形外科回復期病棟における自宅復帰困
難な患者の要因分析」と題して発表さ
せていただきました。
今年は金沢で 3 月 1 日から 2 日間開
催され、参加者約 2 千人、会場も 3 カ
所 11 会場と大規模なもので、一般演

▪▪▪▪▪▪

題が 656 題、基調講演、教育講演、シ
ンポジウム、ランチョンセミナーなど
と盛りだくさんの内容でした。
私は今回が初めての参加であったた
め、あまりの参加者の多さと会場の大
きさや多さに驚き、発表ではパワーポ
イントを操作する手が震えてしまい、
「間違って操作したらどうしよう」と不

第 2 回黒潮整形外傷カンファレンス

安でいっぱいでした。これまで取組ん
できた成果として、無事発表できたこ
とで、満足感と達成感を得て貴重な経
験をすることができました。
また、発表以外にも教育講演や他の
病院の研究発表を聞くことで頭をフル
に使い、良い刺激を受け、他の病院の
取り組みなども知ることができて勉強
になりました。
研究会では近森リハビリテーション
病院のスタッフがあちこちの会場で座
長を務めており、同じ近森会グループ
として誇らしい気持ちでした。
最後に、今回の研究に際し指導して
いただいた井上郁先生始め、高知県立
大学の井上正隆先生、協力してくださっ
た近森オルソリハ病院鄭明守院長、病
棟スタッフの皆さんにこの場をかりて
つつい ますみ
深謝申し上げます。

▪▪▪▪▪▪

上腕骨近位端骨折と脛骨近位端の骨折をテーマに
近森病院整形外科
統括部長

衣笠 清人

会場風景▶

◀発表する西田先生

3 月 23 日 ( 土 ) 管 理 棟 3 階 大 会 議

国内有数の外傷治療の猛者 10 名に

室において「第 2 回黒潮整形外傷カン

ケースプレゼンターをお願いし、ディ

ファレンス」を開催しました。今回は

スカッションを仕切る座長も熟練のマ

テーマ 1 －上腕骨近位端骨折、テーマ

イスター 2 名に来ていただいたことも

2 －脛骨近位端骨折として昨年同様 5

あり、日本全国から 86 名のドクター

題ずつの演題が出されました。

と 20 名のコメディカルの方々計 106

AO Fellowship unit を通じて
イギリスより研修に来られました。

貴重な経験の数々
Dennis Kosuge
何が起こるか分からないまま到着した
高知。AOTrauma Fellowship（AOTrauma
留学研修制度）の選考をパスし、多くの
候補国から日本を選びました。私と近森
病院との関係の始まりです。
「なぜ高知な
のか？」
、私にも日本人の血が流れている
がゆえの単なる好奇心……ですが、これこ
そが忘れがたい高知での 4 週間へと導い
てくれたのです。
整形外科の観点からも、イギリスと日
本の違いを学んだことは非常に貴重な経
験 でした。 文化 的 な違 いが 医 業にどれ
ほど影響するか、日本の医療システムに
ついて学び、それがイギリスの National
Health Service（NHS）といかに違うのか
を知り、たいへん興味を持ちました。明ら
かな体格面の差について、手術、例えば、
術野や人工移殖物のサイズなどへの影響

衣笠整形外科部長と右デニス・コスゲ

のほどを知ることも。
最も目をみはったのは、衣笠部長のオ
ペ中の注意深く繊細な軟部組織の扱いと
手さばきです。彼の哲学は、部署内の全
メンバーに非常に良く浸透し実践され、こ
こでの経験が私自身の軟部組織の取り扱
い技術を磨く向上心の動機付けとなってい
ます。近森病院の多職種による専門的な
チームアプローチを見たことも素晴らしい
経験でした。イギリスでは一般的なこの体
制も、日本ではさほど普及していないとい
う点から、開拓者的取り組みに大変心打
たれました。
さらに我々が直面している整形外科的
チャレンジが、日本でも問題となっている
ことを知りました。例えば、限られた資源

名のご参加をいただきました。
当日は期待通りのハイレベルな討論
が活発に繰り広げられました。最後に
富山県厚生連滑川病院副院長の南里泰
弘先生のご講演をいただき、盛会に終
えることができました。来年もこの時
期に企画する予定です。ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。
きぬがさ

きよと

や人材に対し、質の高さを要求する環境
でのオペ患者優先順位などの考え方につ
いて。常にペイシェントケアのよりよい方
法を探っている我々臨床医には、様々に意
見交換ができたことは非常に価値のある
貴重な経験でした。
上記に加え、さらに重要だったのは築く
ことができた友好関係です。私と話をする
時間を割いてくれた皆さんや、とくに毎日
のように誘ってくれた整形外科ジュニア
（ド
クタータカ、
’ キング ’ カズ、
オッディー、
タッ
チ、リンくん、トモオ）たちに感謝を言い
たい。何度も行ったカラオケで聴いた、日
本の歌をダウンロードしました。ロンドン
で聴くその歌は、高知の時間を思い出さ
せてくれるはずです。
私は、ほんとうに生涯の同僚と友人と
なる素晴らしい人たちに出会いました。近
い将来、ロンドンでお会いできたらと思い
ます。素晴らしいホストであった近森病院
に感謝、皆さんとの別れを惜しんで。
デニス コスゲ
日本語訳：中岡大士科長（呼吸器内科）
山下永利子秘書（放射線科）
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乞！熱 烈 応 援
充実した日々に感謝

先人達の教えを護り

潤滑油で！！

近森病院整形外科科長

臨床栄養部 近森病院栄養科科長

佐藤 亮介

近森病院北館３病棟看護部
介護福祉士長 山中 由美子

卒後 6 年目のことです。宮崎で自治医
大卒業後のお礼奉公中に日本骨折治療学
会で衣笠先生のことを知り、約 4 年間の
遠距離片思い（？）を経て就職し、はやい
もので 1 年半が経ちました。充実した日々
に感謝しています。先輩方の骨折治療に
対する熱い情熱におどろきつつ学んでき
た 1 年半。衣笠先生は「自分が幸せでな
ければ、他人を幸せにできるわけがない」
「いい仕事をたくさんして、患者さんが幸
せになり、且つ病院経営に貢献するように
しよう」といいます。これから益々精進し
て、若手を引っ張っていく存在でありたい
です。
いのくち たかし

当院のＮＳＴ活動も 10 年以上の歳月が
過ぎ、当部署も 30 名を超す大所帯となり
ました。5 名足らずの管理栄養士で始まっ
た、当時のＮＳＴのことを知るスタッフも
少なくなりましたが、現在の臨床栄養部の
体勢は、先輩が築いてくれた大きな財産
です。一方、近森病院の 5 か年計画も後
半を迎え、更なる転機を迎える時でもあ
ります。変革期ともいえるこの時期に科長
心得を命ぜられ、その重責に身の引き締
まる思いです。時代の潮流を滞らせること
のないよう、先人達の教えを護り、後進
の指導そして部署の円滑な運営のため尽
力したいと思います。 さとう りょうすけ

介護福祉士制度ができて 20 数年、近
森会でも介護福祉士が勤務し始めて 20 年
が過ぎました。また急性期看護補助体制
加算が診療報酬で算定されるようになり、
看護補助者も100 名を超える大所帯となっ
ています。
今回の辞令を受けて、責任の重さに不
安もありますが、それぞれの職種が誇りを
もって患者さんに良質なケアを提供できる
よう、
皆が困難さや壁にぶつかった時は
「潤
滑油」となり、
共に成長していきたいと思っ
ています。
どうかよろしくお願いいたします。
やまなか ゆみこ

周りを支えられるよう

一歩ずつ確実に

5 歳の私に恥じないよう

井ノ口 崇

臨床栄養部近森病院栄養科主任

和田 早織

社会人 1 年目からこれまで、いくつもの
病棟でお世話になり、たくさんの人に支
えていただきながら頑張ってこれました。
まだまだ未熟な自分に主任が務まるのか
……、とかなり不安ですが、今度は私も、
微力ながら周りを支えられるよう頑張りた
いと思います。先日、
「現状維持は後退だ」
という言葉を耳にし、衝撃を受けました。
思いやりの心を忘れず、患者さんの立場
に立った栄養管理を丁寧に行っていけるよ
う、スタッフと協力しながら、前進してい
きたいと思います。
わだ さおり

近森病院６Ｃ病棟

看護主任

濵田 智恵

この度、辞令をいただき、身の引き締ま
る思いです。
近森会に就職して十数年。
あっ
という間の年月でした。こうして仕事を続
けてこられたのも、今までお世話になった
師長さんや主任さんを始め、周りのスタッ
フの方々の温かいご指導や支えがあった
からこそと深く感謝しております。まだま
だ未熟な自分が責任ある役割を果たして
いけるのか不安でいっぱいですが、少しで
も周りのスタッフの力になれるよう日々努
力をし、一歩一歩、主任として成長できる
よう頑張っていきたいと思います。
はまだ ちえ

近森病院 5C 病棟

塚本 綾

看護主任

「そんなに泣いたらお母さんにあわさん
ぞね」これは私が 5 歳頃に大ケガをして
近森病院へ運ばれ、手術室で泣き叫び暴
れる私に看護師さんがいった一言です。あ
れから 20 年、いまだに忘れることがで
きません。この言葉のおかげで「こんな
看護師にはならない」と近森病院で仕事
をすることが夢となり看護師を目指しまし
た。主任という役目をいただき、皆さんの
力を借りて少しでも成長ができるように頑
張りたいと思いますし、5 歳の私に恥じな
いような看護師になりたいと思います。
つかもと あや
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お知らせ

医療従事者対象

◆第 23 回北部地域医療カンファレンス
「在宅医療における職種間の連携について」
～現状と課題～
日時：5 月 31 日（金）19:00 ～ 20:30
会場：高知市保健福祉センター 3 階
主催：社団法人高知市医師会
北部地域医療カンファレンス実行委員会
◆第 111 回地域医療講演会（仮）
「遠隔成績と手術侵襲からみた
大動脈外科の現状と展望」
日時：7 月 26 日（金）19:00 ～
会場：高知パレスホテル（予定）
講師：名古屋大学大学院心臓外科教授
碓氷章彦先生

人 の 動 き

敬称略

○昇格人事
◆ 3 月 16 日付 山崎啓嗣・診療支援
部部長補佐兼企画課課長
◆ 4 月 1 日付 井ノ口崇・整形外科科
長／佐藤亮介・臨床栄養部近森病院栄
養科科長心得／和田早織・臨床栄養部
近森病院栄養科主任心得
○人事異動
◦診療部◦
◆ 4 月 1 日付 小田和孝・オルソリハ
病院→本院整形外科／大塚亮介・本院
整形外科→オルソリハ病院
◦看護部◦
◆ 3 月 16 日付 武田直子シニア看護
師長・第二分院 3 階→第二分院 5 階／
萩原博看護師長・第二分院 5 階→第二
分院 3 階／伊藤莉菜・リハ病院 2 階西
病棟→リハ病院 4 階東病棟／田中恵美・
リハ病院 4 階東病棟→リハ病院 2 階西
病棟／高林妙主任・リハ病院 4 階西病
棟→リハ病院 3 階東病棟／新井佐和子
主任・リハ病院 3 階東病棟→リハ病院
4 階西病棟
◆ 4 月 1 日付 近森幹子シニア看護師
長・本館 5B 病棟→医療安全部門／田
村一恵看護師長・看護部長室→医療安
全部門／山下はづき・救命救急センター
（放射線科）→救命救急センター（ER）
／上總啓司・救命救急センター（ER）
→ SCU ／加納多栄・救命救急病棟→救
命救急センター（ER）／竹内さと・天
満綾・中山和代・田中真奈美・宮﨑愛・
救命救急病棟→ ICU ／久家由美・有藤
実麻・三本かおり・ICU →救命救急病
棟 ／ 近 藤 満 友 美・HCU → SCU ／ 竹 崎
文女主任・HCU →北館 5・6 階病棟／
桒名千里・本館 5B 病棟→救命救急病
棟／日浦由美子・中峰美香・本館 5C
病棟→本館 6C 病棟／佐々木美樹主任・
井﨑蘭・本館 6C 病棟→ SCU ／森田京子・
本館 6C 病棟→本館 5C 病棟／田所積子・
本館 6C 病棟→北館 3 階病棟／田井由
紀主任・北館 4 階病棟→ HCU ／太田垣
日出美主任・北館 5・6 階病棟→北館
4 階 病 棟 ／ 福 山 留 美・ 北 館 5・6 階 病
棟→ ICU ／伊与田美香・第二分院 3 階
→本館 6B 病棟／横山瑛子・第二分院
3 階→第二分院 4 階／森本修・藤枝真
美・第二分院 3 階→第二分院 5 階／竹
田香・第二分院 3 階→第二分院外来／

下元伸之・小川真奈実・第二分院 4 階
→第二分院 3 階／佐竹千恵・第二分院
外来→第二分院 4 階／丁野美也子主任・
本館 6B 病棟→オルソリハ病院 4 階／小
松美智代・本館 6B 病棟→オルソリハ病
院 6 階／高芝真智子・北館 4 階病棟→
オルソリハ病院 5 階／小笠原舞・第二
分院 3 階→オルソリハ病院 4 階／上原
美由紀・オルソリハ病院 4 階→ ICU ／
高橋協子主任・出口奈緒子・オルソリ
ハ病院 6 階→本館 6B 病棟／井上晴加・
オルソリハ病院 4 階→北館 3 階病棟／
秋沢美保・オルソリハ病院 5 階→オル
ソリハ病院 4 階／南博人・オルソリハ病
院 6 階→オルソリハ病院 5 階／中平寿
美・オルソリハ病院 4 階→オルソリハ病
院 6 階／小椋真理子・杉村尚英／オル
ソリハ病院 5 階→オルソリハ病院 6 階
◦理学療法科◦
◆ 4 月 8 日付 池田美子・リハ病院理
学療法科→オルソリハ病院理学療法科
◦医療福祉部◦
◆ 4 月 1 日付 藤原佑佳子・本院医療
相談室→オルソリハ病院医療相談室／
檜垣千穂・第二分院医療相談室→メン
タルクリニックちかもり
◦診療支援部◦
◆ 3 月 16 日付 奥田興司・企画課→
診療支援部
◆ 4 月 1 日付 大﨑衣玲・診療情報管
理室→医事課／中澤章子・診療支援部
→企画課
○ 3 月の退職者
◆ 8 日付 植村清香・本館 5B 病棟看
護補助者
◆ 15 日付 小松由季・本館 6C 病棟看
護師／川﨑あゆみ・本院理学療法科理
学療法士／川野紗央里・千賀勇二・オ
ルソリハ病院理学療法科理学療法士
◆ 20 日付 西山明恵・救命救急セン
ター（ER）看護師
◆ 31 日付 森岡汐里・伊達慶一・山
川泰幸・德重秀将・勝又祥文・初期研
修医／井上智雄・前田和茂・整形外科
医師／古谷敏昭・古川大祐・循環器内
科医師／品原正幸科長・糖尿病・内分
泌代謝内科医師／重村友香・形成外科
医師／堀尾直裕・心臓血管外科医師／
山本憲治・リハ病院リハビリテーショ
ン科医師／和泉真利枝・手術室看護師
／熊谷望愛・本館 5C 病棟看護師／髙
井佐和・本館 6B 病棟看護師／岩原ゆ
かり・本館 6B 病棟看護補助者／前田
理佐・本館 6C 病棟看護補助者／中本

知子・リハ病院 2 階東病棟看護師／西
山美智子・リハ病院 3 階東病棟看護師
／大橋映子・リハ病院 3 階西病棟看護
師／出永智香子・出永紘一・横畠和宏・
三浦正和・矢野優加・谷佐希子・入谷
舞・本院理学療法科理学療法士／宅間
佳奈・中村収・リハ病院理学療法科理
学療法士／藤原大輔・横内達也・リハ
病院作業療法科作業療法士／古森芝光・
リハ病院言語療法科言語聴覚士／穂積
知里・渡邊祐子・本院医療相談室ソー
シャルワーカー／和田浩香・リハ病院
医療相談室ソーシャルワーカー／武内
香澄・地域生活支援センターこうちソー
シャルワーカー／有澤敬子・第二分院
パティオ臨床心理士／岡村弘竜・小迫
真理・有澤洸紀・オルソリハ病院理学
療法科理学療法士

お め で と う

編 集 室 通 信
『お弁当拝見』コーナーで、お弁当に込
められたいろんな “ 想い ” に間近に触れ、
感化されて自分もお弁当を作るようになっ
た。自炊が増え、野菜を摂るようになり、
スーパーでは「お弁当のおかずになるかも」
と普段手に取らない食材にも目を凝らすよ
うになり……、小さなお弁当が生活に変
化をもたらしている。因みに「弁当」の語
源は「好都合」
「便利なこと」を意味する
中国の俗語からきているそうだ。( ブン )

2013 年 3 月の診療数

システム管理室

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

17,018 人
819 人
847 人
14.19 日
88.75 %
457 件
234 件
405 件
276 件
156 件

◦ 平成 25 年 2 月度県外出張件数 ◦
件数 71 件延べ人数 162 人

図 書 室 便り（2013 年 3 月受入分）
・SARRAFIAN'S Anatomy of the Foot and
Ankle 3rded ／ Armen S. Kelikian（Editor）
・待てる外来 : 苦痛軽減・時間短縮 待ち時
間対策 19 病院の事例集 いつまで待たせ
るの !? と言わせない !! ／ 日総研グループ
（編）
・ 標 準 採 血 法 ガ イ ド ラ イ ン GP4-A2
approved guideline ／日本臨床検査標準
協議会標準採血法検討委員会（編）
・指導しなくても部下が伸びる！ すべて
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