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　近森病院に在職させていただいた
33 年 10 カ月は変化に富むアッとい
う間の看護人生でした。
　看護師 688 名、介護福祉士、歯科
衛生士、ポーター、看護補助者を含む
看護部 874 名の方には昼も夜も 365
日、患者さんのお世話や、医師、そし
て他職種の方と協力して「近森チーム
医療」に貢献して下さり、ありがとう
ございます。喜びや悲しみ、感激や悔
しさなど共有して下さった患者さん、
理事長、管理部長そして多くの職員の
みなさま、ご指導をありがとうござい
ました。

　これからの医
療は、「重症度、
医療・看護必要度」などで病院機能の
絞り込みが一段と加速しそうですが、
理事長の英断で「患者さんのための医
療」「やりがいと誇りをもてる職場づ
くり」の舞台・準備が整いつつありま
す。患者さんや保険者、職員から選ば
れる病院として燦然と輝きつづけるよ
うに願いつつ、眩しい後輩にバトンを
委ねます。好きな言葉を贈ります。
The more noble the more human

（実るほど頭を垂れる稲穂かな）
かじはら　わか

近森会グループ看護担当理事
前統括看護部長　梶原  和歌

近森会グループ
　統括看護部長　岡本  充子

していた梶原和歌さんを本院の総婦長
代理として迎え、基準看護に取り組む
ことになった。わずか一年余りで特Ⅰ
類の実績開始となったが、それまでの
看護レベルの低さを思えば容易なこと
ではなかった。梶原さんのおかげで基
準看護のスタートを切ることができた
といえる。
　まず婦長さんの養成と外部からの招
聘、戦力の核であった准看さんを正看
さんの学校に行かせるなど、看護の質
の飛躍的な向上を図った。梶原さんに
はその後四半世紀に亘って近森会の統
括看護部長として、現在の近森の看護
をつくり上げていただいた。
　救急で医療が良くなり、基準看護で
看護の質が上がる。あたかも車の両輪
のように、病院はやっといい方向に動
き始めた。

理事長・ちかもり　まさゆき

とともに「笑顔で車いすに乗っている
姿を見たとき」、看護のすばらしさを
感じて近森病院でも基準看護をとるこ
とになった。
　翌 62 年 5 月には本院基準看護準備
委員会を発足させ、第二分院の婦長を

　いまから三十年以上前の近森病院は
看護婦さんはほとんどが准看さんで、
付き添い看護の時代であった。病棟は
付き添いさんの吸うタバコのヤニで、
真っ黄々 !　サンマを焼く煙で非常ベ
ルが鳴るような病院だった。リハビリ
機能をもたない救急病院は寝たきり製
造病院で、寝たきり患者さんが増えて
は増床を繰り返していた。
　昭和 61（1986）年 4 月に虎ノ門病
院分院から石川誠先生、中村婦長以下
4 名の看護婦さんが赴任し、半年後に
は駅前の分院（現管理棟第二別館）で
理想的なリハビリ病院建設のための、
基準看護によるリハビリテーション看
護を試験的に始めてくれた。
　これまでベッドの上で鬱々としてい
た若い脊損の患者さんが、看護婦さん

近  森   正  幸

その 2.　付き添い看護から基準看護へ
その時
歴史が
動いた

　長年、近森会の看護部を牽引してこ
られた梶原和歌統括看護部長からバト
ンを渡され、統括看護部長として看護
部をまとめていくことになりました。
　自分にいったいなにができるのか、
まだまだ模索段階です。しかし、これ
からは各院の看護部長をはじめ多くの
方々の力をお借りしながら、近森会で
働く看護師一人ひとりが、看護という
仕事にやりがいを感じ、楽しく働ける
職場にするにはどうしたらいいのかを
考えていかなければと思っています。
同時に質の高い看護を提供するために
どうすればいいか絶えず模索していか
なければと思っています。
　これからも老人看護専門看護師とし
ての経験を活かしつつ、自分らしさを
忘れず、統括看護部長として、みんな

と一緒に成長していきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

おかもと　じゅんこ

後輩にバトンを委ね
楽しく働ける職場づくりを

近森会グループ統括看護部長就任にあたって
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　そんなわけで（気儘エッセー 9 参照）
私は、自分や家族が医療で救われた
経験を契機に医師になったのではな
く、また感情をすり減らしながら患
者さんに尽す気高い看護師さんのよ
うな決意を持たずに医療に入ったの
で、患者さんの死亡はこたえました。
私が医師になった頃はまだ循環器疾
患死亡が多かったためか高齢の癌患
者さんは少なく、若い癌患者さんの
死亡は特にこたえま
した。高知に帰り大
学病院に勤め、大学
内の事情で途中から
私の担当が消化器癌
から乳癌に変わり、
死亡に至る担当患者
さんの数は減りまし
た。
　癌は手術単独では
再発がかなりあり、
しかし手術以外の「補助療法」の科
学的研究は未発達でした。私が医師
になった頃やっと抗癌剤を使用する
ようになり、その後、広範囲切除手
術が流行し ( 逸見政孝アナの手術の頃
です ) これら大手術の成績から、後
遺症を覚悟して広範囲切除をしても
結果が良くならない癌が多いと判り、
抗癌剤等の補助治療が発展し現在に
至りました。そんな過渡期に大学病

院にいたため、治療選択肢を説明し
患者さんに選んでもらうことが私の
習い性になりました。
　治癒が望めないか、治癒可能かど
うか判らない悪性疾患などの場合、
治療に関する希望は患者さん毎に違
いますし、治療の正解がないことも
あります。詳細な説明を望み可能な
限り自分で決めたい患者さんがいる
一方、全てを自分が気に入った医師

に丸投げしたい患者
さんや、病状説明を
聞くのも嫌という方
さ え い ま す。 良 性
疾患と違い、癌は患
者さんご自身に全て
を説明するのが酷な
場合もあるし、治療

してみないと成否が判らない部分も
あります。私の医療に対する信条は、
可能なら患者さんに選択してもらい
たいが、結局、患者さんごとに変わ
るということです。（医師の平均的な
態度ではないかと思います。）しかし
稀に、極限までの癌治療を望む患者
さんがいて、これ以上の治療はつら
いだけだろうと思うこともあります。
蛇足ですが、病気の性格が違えば診
療科により医師の信条は少しずつ違
うのかもしれません。

10気儘エッセー

近森病院外科部長

田
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中
なか
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輔

私の医療に対する考え

　　 歳時記3月 の

たんぽぽ
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　島崎 友映

　本邦における、臨床での管理栄養士
業務の歴史はまだ浅く、終日臨床業務
に従事している例は、未だ少ないのが
現状です。
　他の施設の管理栄養士の方からは、

「病棟に行くのが怖くて……」「臨床の
知識がないので、他の職種の方達と話
が出来なくて……」などのお話を良く
聞きます。
　そんな方たちに私は、「まず、勇気

を出して、病棟への一歩を踏
み出しましょう！　『何者』っ
て思われたら、占めたもので
す！」と伝えるようにしてい
ます。
　かくいう、我々も、10 年程
前は、病棟の片隅で、人知れず細々と、
業務を開始した次第でした。
　当時、私が病棟に行くと、循環器
内科の要科長と良く間違われて（当
時、私は痩せており、制服も似ていた
……）それがきっかけで、病棟スタッ
フに仲良くしてもらい、さまざまな仕

臨 床 栄 養 部 の 今 昔  7ザ・ＲＩＮＳＨＯ 17

「はじめの一歩」
　　　　　を大切に

近森病院臨床栄養部
　　　　　　　科長　佐藤  亮介

事をいただけるようにもなりました。
　現在、病棟に行くと、藤色のスクラ
ブを着た管理栄養士が居る風景が当た
り前になりました。それでも、大切に
していきたいものです、「はじめの一
歩」を……。

さとう　りょうすけ

▼向かって右が要致嘉科長、左が筆者

絵・総務課
広報担当
公文幸子

　どこにでも咲くた
んぽぽの花は、誰に
とっても親しみ深い
花ではないでしょう
か。たんぽぽの黄色

は、 青い 空にも緑 の
野にもよく映え、気持ち

が明るくなります。小さい頃は、たくさ
ん黄色が広がればいいなあと、綿毛に
なったたんぽぽを吹いて歩いたことでし
た。春の訪れと共にあちこちに顔をの
ぞかせてくれるたんぽぽ。あたたかい陽
ざしが待ち遠しいです。

しまさき　ともえ



3No.332 ／  3月号

　先日外来診療中にふと机の上を見る
とデスクマットの間にテレフォンカー

ドが挟んであった。よく見ると「近森
病院新館落成記念 1992.7.27」と印字
してある。22 年前の現在の B・C 棟の
完成時のものである。
　そういえば当時は職員全員に配布さ
れたような記憶がある。あちこちで何
かの記念にといって、テレフォンカー
ドが作られていた。現在は携帯電話か
らスマートフォンになってしまった
が、当時はまだポケットベルの時代で
あった。宅直医を呼び出すときにはこ
れを鳴らして呼び出すのである。呼ば

れた医師は病院に連絡をするシステム
である。
　何かをしているときに呼ばれると、
すべて片づけて公衆電話までいくかど
うか迷ったものである。公衆電話が今
より多くあり、このテレフォンカード
がプリペイドカードとして使われてい
た。机の中を探してみると未だに多く
のテレフォンカードが眠っていた。「在
宅総合ケアーセンター近森 1998 年 5
月 1 日」、「医療法人近森会創立 50 周
年記念」などと 5 〜 6 枚のカードが
ある。いずれも全く使用されないまま
である。
　これは NTT が随分儲かったと思っ
たが、当時もテレフォンカードはスキ
ミングや犯罪に利用され新聞を賑わせ
ていた。儲かったのは犯罪者のみかも
しれない。なかなか捨てられずに机の
片隅で眠っている私のテレフォンカー
ドはプレミアムがつくのを待っている
のかもしれない。

たかはし　きよし

◦ 医療今昔物語 ◦

「テレフォンカード」
にみる近森の歴史

近森病院脳神経外科
　　　　　　　部長　高橋   潔

　作業療法は「作業」に焦点をあて、
心身機能や日常生活や社会生活の向
上にむけたリハビリテーションの一
つです。中でも個人の生活歴や興味
の要素が大きい「趣味活動」を治療
に用いる場合もありますので、回復
期の作業療法では患者さんに「趣味
はありますか？」と尋ねる事があり
ます。趣味をすぐに答えられる方は
意外と少なく、「趣味ゆうても」と
困る患者さんも多くいます。
　私自身、趣味といった趣味がない
のですが、今は小学生の長男と次男
が週 4 回通う「剣道の練習」を見
学するのが唯一の楽しみになってい
ます。剣道には全く興味のなかった
私ですが、練習や試合での我が子の
勇姿を見て、ストレス発散になると
ともに「私も頑張ろう！」といった
気持ちになるのです。でも、剣道を
見て楽しむ期間も限られていますの
で、老後を考えて新しい趣味を開拓
せねば……と思いつつ、仕事と家事
に追われる毎日です。

なかじま　みわ

我が子の勇姿を
見守って

私の趣
味

近森リハビリテーション病院
作業療法科科長  　

中島  美和

近森病院 mini 公開県民講座が 3 月 23 日に開催されます。

　年間 90 校、全国の学
校（小学校から大学まで
すべての学校）へ講演に
行っています。講演の中
で私の連絡アドレスを教
えるので毎日たくさんの
メールを 10 代の子 供 達
からもらいます。恋の話、
進路の悩み、親と友人と
の関 係、交 際について、
勿論性の問題もたくさん
相談してきます。そんな
10 代の皆さんが今本当に
知りたい事、悩んでいる
事を楽しく、丁寧にお答
え出来たらと思います。
　この時間はお話の時間
です。堅苦しい話や難し
い理論は語りません。ゆっ
くり座って気楽に話を聞
いていただければそれで
構いません。大人は子供
たちの幸せのために、10
代のみんなは自分と仲間
や恋人の為にゆったりと
考える時間を持ちたいと
思います。

大好きって相手の幸せを考えること
　　− 10 代から知っておく性、

デート DV、LINE について−
講師：ウィメンズクリニック・かみむら院長　上村  茂仁
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　この度、近畿大
学医学部内視鏡外
科部門教授の今本

治彦先生をお迎えして、「より安全で
質の高い内視鏡外科手術を行うため
に」のタイトルでご講演いただき、高
知大学の小林道也教授をはじめ、多く
の方にご参加いただきました。
　今本先生は近畿大学病院手術室にお
ける内視鏡手術の中心的な存在とし

　1月31日（金）「が
ん治療における再
建外科の役割」と

題して、岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科・木股敬裕教授にご講演いただ
きました。
　形成外科の基本手技から最先端の手
術、緩和治療を考慮した形成外科手術
の概念や新しい形成外科手技の応用で
期待される成果や今後の展望、そして

　心臓の電気的な興奮伝導を司る刺激
伝導系は日本人の田原淳によって発見
されました。房室結節からプルキンエ
線維に至る刺激伝導系の末梢の組織で
あるプルキンエ網は心室内に広く分布
していますが、近年、特発性のみなら
ず虚血性など種々の心室性不整脈に関
わっていることが明らかになってきま
した。
　急性心筋梗塞後の薬物治療抵抗性の

「心室頻拍・細動の嵐」にもプルキン

▼近畿大学医学部外科学
内視鏡外科部門教授   今本治彦先生

近森病院外科部長　八木   健

■ 第 124 回地域医療講演会報告 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

近森病院形成外科
　　　　　　部長　赤松   順

■ 第 126 回地域医療講演会報告 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ 第 125 回地域医療講演会報告 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

がん治療における
　再建外科の役割

て、手術室環境整備やチーム医療・教
育に熱心に取り組まれております。「安
全で質の高い手術を行うために」は医
師だけではなく、直接介助・間接介助
の看護師、臨床工学技士の協力が必要
不可欠であり、皆のやる気を引き出す
リーダーシップときめ細やかなコミュ
ニケーションが大切であるということ
を、先生のご経験をもとに丁寧にお話
していただきました。

　「攻めの直介・外回り」という言葉
が非常に印象的でした。

やぎ　けん

リーダーシップと
コミュニケーション

多職種連携の重要性を含め
て、専門医師不足のミャン
マーで、日本では標準的な
形成外科手術の恩恵を受け
ることが出来ない実態を
処々に取り混ぜて分かりやすく、興味
深くお話いただきました。1 時間 15
分を超える講演時間が、驚きとともに、
あっという間に終わりました。
　当日は院内外より 60 名を超える多

エ線維が関わることがあります。野上
先生は不整脈の診断・治療の中でも特
に心室性不整脈の領域、なかでもプル
キンエ不整脈では第一人者です。
　実は本講演の前に患者さんのカテー
テルアブレーション治療を、先生のご
指導のもとに成功させた足で講演会場
に直行してきました。
　一息入れる間もなく始まったご講演
でしたが、致死的になり得る臨床的に
重要なこの不整脈の診断から非薬物治

▼岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科形成再建外科学

教授　木股敬裕先生
▼座長の大阪医科大学
形成外科学教授   上田晃一先生

職種の方々にご聴講いただき有意義な
講演会になりました。木股教授、座長
の大阪医科大学・上田晃一教授ありが
とうございました。

あかまつ　じゅん

療（カテーテルアブレーション）にい
たる内容を、たいへん面白く精力的に
お話しいただきました。不整脈治療の
最前線を垣間見ていただけたことと思
います。

ふかたに　まさひこ

プルキンエ不整脈：
心室期外収縮から

心室頻拍・心室細動まで

近森病院循環器内科部長　深谷  眞彦

▼筑波大学医学医療系循環器
不整脈学講座教授　野上昭彦先生
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社会福祉法人ファミーユ高知広報誌

「ふくらーむ」

　近森会グループに仲間入りした社会福祉法人
ファミーユ高知が、どんどん「ふくらーむ」事
業所でありましょう、との想いから命名されま
した。ファミーユ編集委員が軸となり内容を吟
味し、高知ハビリテーリングセンター B 型の印
刷科ご利用者が、生産活動として入力やデザイ
ンを行い、季刊誌として発行しています。
　公益法人である社会福祉事業の活動が見える
ことはもちろんのこと、次号を楽しみにしてい
ただけるようなものを発行していきたいと思っ
ています。「社会福祉」とつけば、なんとなく
暗いイメージを描かれますが、ご利用者が元気
に !　懸命に !　社会復帰訓練や就労トレーニン
グ、生産活動に臨んでいるようすを見て、知っ

ていただければ、ファミーユは大きく大きくふくらー
むのです。親である「ひろっぱ」に続いて皆さんにご
愛読いただきますよう、益々想いを込めて発行して
いきますので、よろしくお願いします。

　ワインは種類によって色や香り、味わい
が異なりますが、それは原料となるぶどう
の品種が違うためで、それぞれの品種の
特色を知っておけば、ワインのおおよその
味を予測できます。ぶどうの品種を大き
く分けると、アメリカ系（ヴィティス・ラブ
ルスカ）とヨーロッパ系（ヴィティス・ヴィ
ニフェラ）に分けられます。アメリカ系は、
主に生食用に栽培され、一方ワイン用に
使われているのはヨーロッパ系です。
　ヨーロッパ系の原産地は、カスピ海、
黒海沿岸の乾燥した地帯で、後に西に進
んで地中海からヨーロッパ中南部に伝わり
ました。現在、その品種は、5,000 種類
になるといわれています。ワイン用は、生
食用のぶどうにくらべて糖度も酸度も高
く、粒も小さいのが特長です。小粒なため、

皮や種の比率が高いのですが、香味の成
分は、この部分に多いため、
香り高いワインに仕上がりま
す。
　ちなみに、日本で生産さ
れているぶどうは、 その 8
割が生食用。しかし世界中
で収穫されるぶどうは、約 8
割がワイン用です。つまりは
世界で栽培されるぶどうの 8
割がヨーロッパ系ということ
になります。今後、白ぶどう
と、黒ぶどうの代表品種を
何回かに分けてご紹介させ
ていただきます。

鬼田知明　（有限会社鬼田酒店代表）

ワイン講座  ◦ 20

ぶどう品種を知り、
個性を探る

シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ／ペゴー
／フランスローヌ地方●コメント：ワイン
名は法王の新しい城という意味。１種で
造られるワインもあれば、この赤ワイン
のように、最高１３種のぶどうを使用して
造ることが認められています。

高知ハビリテーリングセンター
センター長　上田  真弓

■ 第 127 回地域医療講演会報告 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

　高本先生は、患
者に助けられた経
験より、医師は患

者を救うのと同様に、患者に救われて
いるのだと気づき、それからずっと医
療の原点を「患者さんとともに生きる」
とし、活動されています。
　「患者とともに生きる」とはどうい
うことなのでしょうか。
　まず医療とは、患者の命の力が治癒
の原動力であり、患者はチーム医療の
主役で中心です。医師は患者の側にい
るガイドでしかありませんが、その学
問、勉強をもとにした認識を患者とと
もに共有できれば双方にとって大いに
癒しになります。このような双方の意

患者とともに生きる医療

近森病院心臓血管外科
　　　　　　　　部長　入江  博之

▼三井記念病院院長の高本眞一先生

識改革が必要であり、時にぶつかり、
決して甘くはない現実に対してともに
乗り越える情熱を持ち、我慢し、一生
懸命生きることこそ、「患者とともに
生きる」ことだと話されました。
　医療職として、とても大切な根幹の

お話であり、参加者の心に感動を残し
た講演会でした。

いりえ　ひろゆき

お 知 ら せ   医療従事者対象

◦第 131 回地域医療講演会　
　「心臓血管外科の最新治療と今後」
　日時：3 月 7 日（金）18：00 ～ 19：00
　会場：管理棟 3 階会議室
講師：高知大学医学部外科学（外科二）講座

教授　渡橋和政先生

◦第 132 回地域医療講演会　
　「患者安全能力を高めるシミュレーション
　トレーニングのデザイン～院内救急対応
　システム RRS（Rapid Response System）
　の導入に向けて～」
　日時：4 月 18 日（金）18：00 ～ 19：00
　会場：管理棟 3 階会議室
　講師：獨協大学越谷病院

救命救急センター長
　　　　救急医療科教授　池上敬一先生

◦第 133 回地域医療講演会　
　「緊急度判定支援システム JTAS と

院内トリアージ：最新動向」
　日時：6 月 6 日（金）18：00 ～ 19：00
　会場：管理棟 3 階会議室
　講師：富山大学附属病院副病院長

災害・救命センター長　奥寺敬先生

バレンタイン献血

　2 月 17 日 ( 月 ) に少し遅めのバレン
タイン献血を開催しました。忙しい業
務の合間をぬって、53 名の方にご協
力いただきました。心よりお礼申し上
げます。
　次回献血は 6 月に開催予定です。

献血ありがとうございました！
近森会グループ

社会福祉法人　ファミーユ高知
●高知ハビリテーリングセンター
〒 781-0313　高知市春野町内ノ谷 63 番地 6
Tel（088）842-1921　Fax（088）842-2601
◇障害者支援施設
 ・施設入所支援事業 ・短期入所支援事業（空床型 / 併設型）
 ・自立訓練事業（機能訓練 / 生活訓練） 　・生活介護事業
◇就労支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 ・就労継続支援 B 型事業 ・就労移行支援事業
◇相談支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 ・特定 / 一般 / 障害児相談支援事業
◇キュール
 ・放課後等デイサービス事業
◇はるのハビリホーム
〒 781-0313 高知市春野町内ノ谷 23 番地 1 
 ・共同生活援助事業 ・共同生活介護事業  
◇高次脳機能障害相談支援センター　　　　　　　　　　　　　  
〒 781-0313 高知市春野町内ノ谷 63 番地 6
 高知ハビリテーリングセンター内

●障害者福祉サービスセンターウェーブ
〒 780-0051　高知市愛宕町 1 丁目 4 番 15 号
Tel (088)820-1221　 Fax(088)820-1223
 ・就労継続支援 B 型事業
◇相談支援事業所
 ・特定相談支援事業
◇グループホームポルト
 ・共同生活援助事業　　・共同生活介護事業

●アルベーテ北本町　
〒 780-0056　高知市北本町 1 丁目 8 番 11 号
Tel (088)855-4734　 Fax(088)855-4738

●法人本部
〒 781-0313　高知市春野町内ノ谷 63 番地 6 
Tel (088)842-1921　 Fax(088)842-2601 

ふくらーむ
社会福祉法人ファミーユ高知だより

No.11
発行所　高知ハビリテーリングセンター　印刷科

　「虹がかかった家は、お金持ちになる !!　幸せになれる !!」と子どもの頃にはその言葉を信じていて、「ど
このお家にかかっちゅう ?」なんて思ったことや、「虹が出ちゅう」と聞くと急いで外に飛び出て空を眺
めたことを思い出します。ある日、我が家にかかっているように見えた時には、大喜びでスキップしたこ
ともありました。
　やがて、虹は、太陽の光が空気中の水滴に屈折、反射される時に、水滴がプリズムの役割をするために
光が分解されて複数色の帯に見える自然現象だと知り、一軒のお家の上をねらって虹がかかるわけではな
いとわかる時がきました。子どもながらに急に現実的なことを知り、「な～んだ !!」と、気持ちが落ちた
ような、とても寂しい想いになったことを憶えています。
　とはいえ、私は、虹には見る人の心を明るく元気にさせてくれるパワーがあ
るように思っています。いまの私は、そんな幼い頃の思い出と今を生きている
現実が同時に頭の中に広がって、「頑張れ !!」と背中を押されるような想いになっ
てとても心地よいのです。「虹」というタイトル曲の歌詞や「虹」という単語
が出てくる歌詞を読んでみても、‘虹色の明日’とか‘虹の向こうに’などと
あるように、やはり前を向いていこうとする時に使われていることが分かりま
す。
　私たちが作ろうと思って、あの虹色七色が作り出せるものではありません。
その奏でられた美しさを衝動に駆られたハビリ職員が、ハビリの窓から目撃し、
思わずパチリ。見事に撮れ、このたびこうして披露できるなんて…。カメラの
向こうの虹からとても縁起の良いパワーをもらったような気がしています。

秋号
虹のパワー

高知ハビリテーリングセンター

センター長　上田真弓
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No.12
発行所　高知

ハビリテーリ
ングセンター

　印刷科

新年のごあい
さつ

　社会福祉法人ファミーユ高知の理事長に就任させていただいて、もう 7 年になります。平成 20 年 4 月

には高知ハビリテ―リングセンターを立ち上げるとともに、障害者福祉サービスセンターウェーブを愛宕

町 1 丁目に移転、アルベーテ北本町を開所するなど利用者にとってより快適な環境整備に努めてまいり

ました。昨年 4 月からは、高知ハビリテ―リングセンターに特定・一般・障害児相談支援事業所、ウェー

ブに特定相談支援事業所を開設、地域での生活や就業のための通過点とし

てよりニーズに添った施設を目指しています。さらには高知ハビリテ―リ

ングセンター内に放課後等デイサービスとして Kul（キュール）を開所しま

した。学齢期の障害児支援として放課後もしくは春夏冬休みなどの長期休

暇中の障害児の居場所を提供するもので、行政からもこの事業の開所につ

いては強く求められていました。Kul はスウェーデン語で「楽しい」という

意味です。言葉通り広い芝生の上でボール遊びや鬼ごっこ、プールも設置

して水遊びを行うなど、自然に恵まれた環境で障害児がいきいきと楽しく

過ごしています。

　ファミーユ高知は障害者の社会復帰や就労支援を通じて障害者一人一人

の可能性を見出し、伸ばしていく施設として、これからも頑張っていきた

いと願っています。

祉会福祉法人
ファミーユ高

知

理事長　近森 正幸

冬号

�1�

ワッペン、バッジ、広報誌あれこれ　1
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　「働きやすい職場づくりには、なにを、
どうしたらいいだろう？」と悩んでいる部
署の方がおられるのではないでしょうか。

「スタッフの対応を良くしていきたいけど
なぁ…」と、気になっている部署の方！　
名札に青い「PS」とシールを貼っているス
タッフへお声をかけください。よろず出張
相談、随時承ります !!　と、急なコマーシャ
ルで申し訳ございません。
　ここ数カ月連続で「ひろっぱ」に登場し
てきた「ＰＳサポーター」が、職場づくり
や対応で悩まれている皆さんのもとへ出
張いたします。ぜひぜひ、お気軽に声を
おかけください。

おおぐま　しょうへい

よろず出張、随時受付中 !!
PS サポーター

近森病院総合心療センター
デイケアパティオ　作業療法士

大熊  将平
　近森病院は基幹型臨床研修病院とし
て 2005 年から初期臨床研修医を受け
入れてきました。
　急性期病院で症例数も多い当院で
は、2 年間で圧倒的な経験数を積むこ
とができます。救命救急センターもあ
り、プライマリーケアから 3 次救急ま
で幅広い経験もできます。教育熱心な
指導医も多く、研修病院としての実績
を積み上げるにつれ、認知度も上がり、
最近では毎年 10 名の定員がいっぱい
で、嬉しい悲鳴をあげています。
　自己満足せず、更なるレベルアップ
のためには、第 3 者による評価が必要
と考え、昨年 11 月に卒後臨床研修評
価機構による評価を受審しました。
　外来から入院までの診療体制、病棟
業務、実際の研修内容や評価法、設備
の充実度など、各職種との現場での
やり取りや、研修医との個別インタ
ビューなどを通し審査されました。
　昨年 12 月 30 日、高知県では初め
てとなる認定（4 年）の知らせが入り
ました。
　講評として、プライマリーケアを提
供できる医師を病院全体で育てようと
していること、チーム医療の充実、そ

して研修医が
生き生きと働
いていること
な ど が 高 く
評価されまし
た。
　いくつかの改善点の指摘もありまし
たが、すでに対応を済ませました。全
国的にも質の高い臨床研修病院である
ことが認定され、当院の研修に自信を
持つことができました。これからも病
院をあげて、素晴らしい医師を育てて
いこうと思っています。

かわい　かずや

｢卒後臨床研修評価機構｣ の認定（4 年）
を受けました

研修管理委員会委員長
近森病院循環器内科主任部長　川井  和哉

地域生活支援センターこうち
ソーシャルワーカー　山本  真里

23

　お弁当を作るのが時々面倒に思う
こともありますが、職場の皆が、「毎
日お弁当作って偉いね」と誉めてく
れるので、また気を良くして作って
います。私が作るお弁当は、夫と私
の二人分。結婚して７年、出会って
13 年が経ちました。夫のことが大好
きな私。今は子育てと仕事で二人と
もゆっくりとした時間を過ごすこと

はできませんが、もっと歳を重ね子
供たちが巣立った時、二人で色々な
ことに挑戦したいねと話しています。
そのためにも、体のことを考え、薄味、
野菜多め、色々な食材を使うように
気をつけています。夫は余り調理を
しません。
　でも、ある日何故か『キャラクター
弁当』の本を購入し、リサ＆ガスパー

ルの弁当を作ってくれたことがあり
ます。そんな乙メンな夫には申し訳
ない限りですが、私の作る弁当は見
ての通りちっとも可愛らしくないで
す。 今 後 は 技 術 を 磨 き、 幼 稚 園 に
通い出した娘のためにも、健康且つ
キュートなお弁当作りに取り組みた
いです。　　　　　　  やまもと　まり

ローカロリー、
ロー女子力弁当

お弁当拝見

卒後臨床研修評価機構による評価を受審

そると近森会
保育室

　2 月 3 日、「そると」に鬼がやっ
て来て、節分の豆まきをしました。
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　今日は自分の趣味についての紹介
をさせていただきたいと思います。私
は車が大好きで、趣味は車をいじる
ことやドライブをすることです。車
を改造することについて、いいイメー
ジを持っていない人も少なくないと
思います。実際、生きていく上では
必要はありませんし、壊れやすくな
り車検も通りにくくなります。どこ
を走っていてもすぐわかるので悪い
ことはできません（笑）。それでも車
をいじることで、人と違う「自分だ
けの車」に乗ることができる楽しみ
があります。
　この趣味のおかげで交友の幅も広
がり、一生付き合っていきたいと思
えるような、多くの大切な人と知り
合うことができました。私事ですが
最近結婚することになり、相手の方
との出会いもこの趣味があったから

です。趣味を持つことは、お金がか
かります。それでも、お金では買え
ないような様々な出会いがあったり、
いいこともたくさんあると思います。
結果的にプライスレスです。だから、
皆さんも自分の持っている趣味を大
切にしていただきたいと思います。

なかた　ゆうき

近森リハビリテーション病院
　　　理学療法士　中田  祐貴

趣味をもつことで
　　　　　　得たもの

リレーエッセイ

ハッスル研修医

　近森病院で研修して早や 1 年経ちまし
た。相変わらずあたふたしていますが、
日々諸先生方やコ・メディカルの方々の
ご指導により、ここまで過ごすことがで
きました。ほんとうにありがとうござい
ます。
　時々、病棟や外来にて、以前担当して
いた患者さんやそのご家族に会ったりす
ると「久しぶりだね」と、声をかけてく
ださることがあります。こんな私でも覚
えていてくださっているということを知
り、とても嬉しく、またもっと頑張ろう
と思います。いろんな方々と話をしてい
くうちに、徐々にですが自分のなりたい
医師像が見えてきた気がします。
　とはいえ、明確な理想の医師像はあ
りませんが、まずはもっとみなさんに覚
えてもらい、そして気兼ねなく話をして
いただけるように、頑張っていきたいと
思いますので、これからもよろしくお願
いします。そして、もしよろしければ、
見かけたら何でもいいので声をかけてく
ださい。背格好が似ている同期がいま
すが、間違えられても声をかけていただ
けるだけで嬉しいですので。

まつだ　ひでゆき

あっという間の 1年

初期研修医　松田  英之

課程（集中ケア認定看護師課程）で研
修を受けてきました。中四国からは私
一人でしたが、旭川から長崎まで全国
から集まった仲間と共に学びました。
　教育課程の内容としては、集中領域
における専門知識と技術の習得のみな
らず、集中ケア認定看護師として組織
にいかに貢献するか。組織における集
中ケアの質をあげるために、どのよう
な関わりをもつのかと問われ続け認定
看護師としての資質を教育するといっ
た内容でした。加重課題や科目試験、
対人関係の演習において、出来ない自
分に向き合うことは辛かったです。対
人専門職として自分の行いを立ち返
り、内省続きの 7 か月間でした。
　臨地実習では都内の三次救急指定で

　昨年 5 月 1 日から 12 月 20 日まで
の約 7 カ月間、神奈川県立保健福祉大
学実践教育センター急性期重症者支援

集中ケア認定看護師
教育課程研修報告

近森病院 ICU 看護師　谷脇  和歌子

 看 護 部 キラリと光る看護 part2
あ る 約 1000 床 の
大学病院で研修し
ました。大学病院
ならではの特性も
ありましたが、急
性期病院としての
機能は近森病院と
類似している部分

があり、実践的に臨床に活かせる学び
が経験できました。また教育課程では
専門科目のほかに看護管理や情報管理
などを学び、全国的に近森病院が優れ
ている部分を再認識し、また集中ケア
領域としての課題を見出すことができ
たように思います。
　5 月の認定審査をクリアしなければ
認定看護師ではありませんが、業務と
両立させることも自己課題のひとつだ
と思っています。このような貴重な学
びの場を与えていただいたことに大変
感謝しています。今後は、組織のリソー
スとして、研鑽し貢献したいと思って
います。まだまだ未熟ですので、臨床
の場面ではご指導よろしくお願いしま
す。

 たにわき　わかこ

向かって左から 3 人目が筆者
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図書室便り（2013 年 1 月受入分）

◦乳がん術後一期的乳房再建術：乳がん
術式に応じた乳房再建のテクニック／矢
野健二
◦ OS NOW Instruction 整形外科手術の新
標準 28 骨折に対する整復術・内固定術 -
安全・確実なテクニック／安田和則（担
当編）
◦ミラー麻酔科学／ Ronald D.Miller（編）、
武田純三（監）
◦麻酔科学スタンダードⅠ臨床総論、Ⅱ臨
床各論、Ⅲ基礎、Ⅳ関連領域／小川節郎（他編）
◦治療薬マニュアル 2014 ／北原光夫（他編）
◦今日の治療指針：私はこう治療してい
る 2014 Volume56 ／福井次矢（他総編）

・標準微生物学第 11 版／中込治（他編）
◦標準感染症学第 2 版／齋藤厚（他編）
◦プレゼンテーション Zen：デザイン：
あなたのプレゼンを強化するデザインの
原則とテクニック／ガー・レイノルズ

（著）、熊谷小百合（訳）
◦看護白書平成 25 年版：進めよう！健
康で安全に働き続けられる職場づくり／
日本看護協会（編）
◦社会保障の手引：施策の概要と基礎資
料平成 25 年版／中央法規出版（編）
◦成年後見実務マニュアル：基礎からわ
かる Q&A 改訂／日本社会福祉士会（編）
◦社会保障入門 2013 ／社会保障入門編
集委員会（編）
◦社会福祉の動向 2013 ／社会福祉の動
向編集委員会（編）
◦地域病院ポートフォリオ：厚生労働省
平成 23 年度 DPC 調査データに基づく／
石川ベンジャミン光一（他編）

《別冊・増刊号》
◦別冊医学のあゆみ　がんの免疫制御：
研究と臨床の最前線／河上裕（編）
◦別冊医学のあゆみ BMI（Brain-Machine

Interface）の現状と展望／吉峰俊樹、川
人光男（編）
◦臨床精神医学 2013 年第 42 巻増刊号精
神科診療に必要な書式マニュアル [ 第三
版 ] ／「臨床精神医学」編集委員会（編）
◦ Emergency Care 2014 年新春増刊看護師・
研修医必携救急・ICU ですぐに役立つガイ
ドラインこれだけ BOOK ／吉永和正（編）
◦ BRAIN NURSING 2014 年春季増刊もう
迷わない！すべきこと＆してはいけない
ことが一目瞭然！脳神経疾患看護の Do
＆ Do Not ／井上亨（監）
◦ NHK きょうの健康　生活実用シリーズ

「がん」にならないための五つの習慣／
津金昌一郎（監）

《視聴覚資料》
◦ Audio-Visual Journal of JUA Vol.20 No.1
／日本泌尿器科学会（企画・監）

　第 17 回日本病態栄養学会年次学術
集会にて演題「大腿骨近位部骨折患者
における周術期栄養状態の推移に関連
する要因の検討」を発表し、会長賞を
受賞することができました。
　栄養学の教育に整形外科という領域

はなく、前職で耳にした「整形に栄養
士はいらない」という言葉が胸にひっ
かかり、整形外科病棟の担当になった
1 年半前には戸惑うばかりの日々でし
た。
　しかし、栄養学的に考えると、「大
黒柱が折れるような」骨折の背景には、
他の疾患や生活背景など、さまざまな
エピソードが潜んでおり、栄養サポー

近森病院臨床栄養部
　　　　管理栄養士　友原  妃東美

近森病院から発信する
　　　「オルソニュートリション」

病 態 栄 養 学 会  ●  会 長 賞 受 賞 報 告

「そると」で BLS+AED 小児コース

　近森病院の託児所「そると」は、0
歳児から 3 歳児までの大切な命をあず

かっている職場です。今回総勢 20 名
の保育士さんたちを対象に、一次救

命処置（以下 BLS）講習会
を 2 回に分けて開催しまし
た。成人の BLS をベースに
小児・乳児の BLS と窒息時
の対応を、成人と子供の違
いを学びながらシミュレー
ション研修を行いました。
指導は循環器部長の窪川医
師をリーダーに AHA の認
定インストラクターが担当
しました。参加者全員とて

も熱心で、納得のい
くまで質問も飛び交
い、2 時 間 半 の 研 修
はあっという間に終わりました。
　現在「そると」にも AED が設置さ
れており、それに加え、換気用のマス
ク（小児用）も設置しました。また、
管理棟３F に設置している AED も成
人・小児共に対応できるようになりま
した。BLS 研修は受けて終わりではな
く、維持していくこと、いざというと
き使えることが大事です。今後も定期
的な受講、スキル維持のお手伝いをし
たいと考えています。

わだ　みちこ

心肺蘇生委員会
救急看護認定看護師
救命救急センターシニア看護師長　和田  道子

トは必須だと感じています。
　今後も、患者さんにとって最適な栄
養サポートを実践し、「オルソニュー
トリション」の必要性について発信し
ていきたいと思っています。ご指導い
ただきました上田部長をはじめ、整形
外科の先生方や栄養部の皆さん、ほん
とうにありがとうございました。

ともはら　ひとみ

シミュレーション研修
を開催
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生きやすさの要因

　毎朝 4 時半に起きて朝食と、併せて
娘のお弁当まで作り、早朝の通勤列車
に間に合うように機嫌良く送り出して
くれる母親。彼女は結婚以来ずっと同
居の舅姑ともむろん仲良く暮らしてい
る。そんなガンバリ屋の母親を持つ淑
子さんが、大好きな母親から受ける影
響はかなり大きいようだ。
　県外の大学に行けるのも、中学高校
時代、汽車に乗ってまで高知市内の学
校に通えるのも、「全て、お父さんが家
族のために働いてくれるおかげ」だと
母親から聞かされて育ったためか、親
にはむろん、周りの年長者にも自然と
尊敬の念を覚える娘に成長した。いま、
何ごとにつけ、周りに感謝の気持ちが
湧くのが、もしかしたら淑子さんをい
ちばん生きやすくしている要因かも知
れない。
　仕事の現場でも趣味に関しても、肩
に力を入れない自然体で、できること
を無理なく続けている印象がある。

潜在ニーズを引き出し次へ繋げる仕事

　大学を卒業したとき目指したのは、
小さい頃から好きだった、折り込みチ
ラシの間取りを見て部屋をあれこれ想
像する仕事に就くことだった。日本で
も有数の不動産販売の会社を受験した
のは、待遇の良さや安定感に惹かれた
からだったが、重役面接では筆記も頑
張れ！と励まされ、伸び伸び試験に向
かえたラッキーガールだった。そこは
かとなく漂う自然体ポーズが、周りを
居心地よくさせるように見える。
　一生にいちどの大きな買い物にくる
お客さんの、お客さん自身さえ気づい
ていないような潜在ニーズを引き出し、
それを実際の購買行動に繋げるという
仕事。これには、自分でもワクワクす
るような適度な緊張感があり、しかも
達成感は大きく、気力体力に自信が持
てる時期には理想的な仕事だった。
　しかしながら、早朝から深夜まで、
まさに企業戦士のようなハード日程が
続くと、長く続けられる一生涯の仕事
とはどこかで思えなかったのだろう。

高松に 2 年、岡山で 2 年勤めたあと、「企
業戦士のような働きぶりにはならない、
長く続けられる仕事を見つけたい、今
度は地元で」と、親元に帰る決心をした。
　形成外科の秘書に応募したのは、そ
んな理由からだった。平成 23 年 8 月
のことである。

部長の動きやすい道筋を考える

　外科の先輩秘書さんから教えてもら
う仕事に加えて、初代として自分で拓
いていく業務もあり、不
動産提案の仕事とはひと
味違った工夫や緊張感が
求められ、それがまたい
まの仕事の面白さに繋
がっているのだという。
　赤松部長には「やまよ
ちゃん」と呼ばれて頼り
にされる。彼女の押し付
けがましさのない先読み
の細やかさが部長には何
よりの大きな味方になっ
ているようだが、やまよちゃんも慣れ
てきて、どのようにすれば部長がいち
ばん動きやすいのか、その道筋が見え
てきているようでもある。

42.195 キロ完走、
その底知れないパワーの源は……

　淑子のヨシは淑女の淑、「いまの時代
にはちょっと古くさそうな響き」だと
いうが、この名前に似合った落ち着き
を醸し出しているのも、いまの生活が

人物ルポ 287 ◦近森病院形成外科 秘書／山﨑淑子（よしこ）さん

潜在ニーズに気づく仕事師に
気に入っているゆえの余裕なのかも知
れない。
　趣味は夏には水泳、冬にはマラソン、
料理も大好きでケーキが得意。この 2
月に行われた龍馬マラソンでは、去年
も今年も 42.195 キロを見事に「完走！」
した。そういう底知れないパワーは、
毎朝 4 時半起きの母親の頑張る背中に
エネルギーを与えられているからかも
知れない。妙に頼もしい形成外科総務
全般の守り役である。

チカモリ・シネマクラブ

ゴースト／ニューヨークの幻
日時：2014 年 3 月 20 日（木）18：00 ～
場所：管理棟 3 階 大会議室 3

1990 年／アメリカ／ 127 分
出演：パトリック・スウェイン、デミ・ムー
ア、ウーピー・ゴールドバーグ 
　強盗に襲われ命を落とした男が、恋
人の危険を幽霊となって知らせようとす
るが彼女には彼の存在がわからない。
男は霊媒師の力を借りて知らせようとす
るが……。ロマンスとサスペンスが絶妙
にブレンドされ、音楽も素敵です。観た
ことがある人もない人も、それなりに楽
しめる映画だと思います。

第 3 0 回職員対象

▲雲井 Dr と四万十川水泳マラソンを昨夏

▲赤松順部長と外来で

山﨑さんお手製のケーキ▶
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編 集 室 通 信

　 人 の 動 き 敬称略

　雛祭りは家族でお祝いをしていま
す。学生時代、宅急便でちらし寿司を
届けてくれたことも懐かしい思い出で
す。今年は姪の初節句。雛人形選びか
ら寿いています。私の雛人形選びのエ
ピソードも聞き、家族にとっても思い
出深い行事であると改めて感じまし
た。姪の健やかな成長を祈り、今年の
ひな祭りは賑やかになりそうです（陽）

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　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

ひさたけ　なぎさ ① ICU 病
棟看護師②高知県③高知県
立総合看護専門学校第二看
護学科④たくさんの出会いの
なかで、成長していきたいと
思います。ヨガやピラティスな
ど色々な事に興味があります。
良かったら誘って下さい。
いとう　なおこ ①本館 6B 階
病棟准看護師②吾川郡いの町

（旧吾北村）③追手前吾北分
校④大きな病院での勤務は
初めてです。慣れないことも
多いですが、ご指導宜しくお
願いします。
しもむら　まさこ ①北館 3
階病棟看護師②徳島県③穴
吹医療カレッジ看護学科通信
課程④旅行が好きで世界遺
産・温泉が特に好きです。今
年は屋久島に行きたいです。
やすだ　こうへい ①北館 4
階病棟准看護師②高知市③
高知県医師会准看護学院④と
くに決まった趣味はありませ
んが、育児仕事の合間に少し
ずつ興味のあることに取り組
んでみたいと思っています。
やまもと　あさよ ①リハ病院
4 階西病棟看護師②大阪生
れ芸西村育ち③高知中央高
等学校衛生看護専攻科④ドラ
イブやコンサートに行くのが
好きで私のストレス発散です。
のぐち　いずみ ①薬剤部薬
剤業務補助員②高知市③高
知県立大学④歴史が好きで、
卒論は長宗我部元親につい
て書きました。歴史好きの方、
仲良くして下さい。野口　泉

山本  麻世

久武なぎさ

下村  昌子

伊藤  直子

安田  幸平

○昇格人事
◆ 1 月 16 日付　杉本和彦・ 総合診療科
部長／今井龍一郎・ 循環器内科科長／澤
本静・リハビリテーション部　療法士長

（リハ病院理学療法士）／竹﨑智博・診
療支援部 医事課　課長代理
○人事異動
◦看護部◦
◆ 1 月 16 日付　安岡志穂・ICU →救命
救急病棟／田村裕子主任・桒名千里・救
命救急病棟→ ICU ／森美保・救命救急
病棟→北館 5・6 階病棟／大野直美・本
館 6C 病棟→外来センター（泌尿器科外
来）／杉本知荷子・HCU →訪問看護ス
テーションちかもり／西森美由紀・北館
3 階病棟→北館 4 階病棟
◆ 1 月 17 日付　小松美智代・看護部長
室→ HCU 
◆ 2 月 1 日付　川村茉由・ICU →リハ病
院 3 階東病棟／橋村英津子・北館 3 階
病棟→北館 4 階病棟／吉野広樹・北館
5・6 階病棟→ ICU ／佐竹千恵・北館 5・
6 階病棟→オルソリハ病院 4 階／内田衣
美・リハ病院 4 階西病棟→北館 3 階病
棟／村田美保・訪問看護ステーションち
かもり→北館 3 階病棟
◆ 2 月 4 日付　藤澤加奈子・救命救急
病棟→ HCU
◦理学療法科◦
◆ 1 月 16 日付　森永裕平・本院理学療
法科→リハ病院理学療法科／三谷征也・
リハ病院理学療法科→本院理学療法科
／濵田裕一・リハ病院理学療法科→オル
ソリハ病院理学療法科／玉川小緒利・オ
ルソリハ病院理学療法科→リハ病院理学
療法科
◦作業療法科◦
◆ 1 月 16 日付　筒井文也・本院作業療
法科→リハ病院作業療法科／沢田大明・
リハ病院作業療法科→本院作業療法科
／神野明日香・リハ病院作業療法科→オ
ルソリハ病院作業療法科／山中美枝・オ
ルソリハ病院作業療法科→リハ病院作業
療法科
◦言語療法科◦
◆ 2 月 1 日付　田村咲・本院言語療法
科→リハ病院言語療法科／橘明日香・リ
ハ病院言語療法科→本院言語療法科

  図書室便りは 8 面に

お め で と う

職員旅行

○ 1 月の退職者
◆ 15 日付　畠中豊人部長・麻酔科医師
／古川静保・本院薬剤科薬剤師
◆ 31 日付　土居英雄療法士長・リハ病
院リハビリテーション部作業療法士／藤
田美和・リハ病院作業療法科作業療法士
／井上佳帆子・秘書課リハ病院院長秘書

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（急性期）
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

17,345 人
785 人
732 人

15.87 日
85.52 %

398 件
206 件
345 件
247 件
145 件

2013 年 1 月の診療数  システム管理室

◦  平成 25 年 1 月  県外出張件数  ◦
件数 40 件延べ人数 60 人

▼ハンガリー最大のカト
リック教会「エステルゴム

大聖堂」
▶ブダペストの

「 ハ ン ガ リ ー 国
立歌劇場」
▼ローマのコロ
セウムの前で


