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　4 月 7 日、近森病院附属看護学校の
開校式と入学式が行われ、近森理事長
の開校宣言により近森病院附属看護学
校として第一歩を踏み出しました。
　看護学教育への参入であり、まさに
近森病院にとり歴史的な一ページの幕
開けだと思います。開校式に引き続き
行われた入学式では、第 1 期生 42 名
が、来賓、教職員、多数の近森会グルー
プの皆さん、ご家族の祝福を受け入学
いたしました。
　「何事にも積極的に取り組み目標達
成に向かうと共に、一人の人間として

も大きく成長できるよう一歩一歩踏み
しめ精一杯努力する」、という入学生
代表の高らかな宣誓により、教職員
一同は、決意新たに取り組もうとする
42 名の息吹を感じることができまし
た。
　あいにくの曇り空でしたが、学校長
の「リリース」の声で放たれた学生の
希望をのせたスカイブル－と白の風船
は、白雲のなかに一斉に飛び立ち、一
段の群れとなって空の彼方に吸い込ま
れていきました。
　参加者の「ワァー」、「すごい」とい
う歓声を聞きながら、これから始まる
看護学校の未来も、風船のように目標
に向かって高く進んでくれることを願
うと同時に、看護学校として背負う責
任の重さを痛感しました。
　次年度には新しい校舎が完成します
が、それまでの期間、管理棟での授業

や演習となり、近森会グループの皆さ
んにはたいへんご迷惑をおかけいたし
ます。今後とも引き続きご支援、ご協
力をいただけますようお願いいたしま
す。                              おはら　きみこ

－大いなる明日をめざして新たな幕開け－

近森病院附属看護学校
　　　　　　副学校長　尾原  喜美子

近 森 病 院 附 属 看 護 学 校 開 校

2015 年（平成 27）4 月 7 日（火）、近森病院附属
看護学校の開校式および入学式が行われ、第 1 期
生 42 名が入学しました。
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近森病院放射線科
　　　　　看護師    山崎  富加

33

　以前はコンビニなど買って食べるこ
とが多く、野菜も不足していました。
しかし、1 ～ 2 年前からマラソンやダ
イビングなどの趣味をきっかけに、バ
ランスの摂れた食事を心がけようと、
お弁当を毎日作るようになりました。
とはいっても、手軽にサッと出来る簡
単なお弁当なんですが……。これから
も健康的に、体力作りのためにも食事
面にも気を配っていこうと思います。

やまさき　とみか

手軽にサッと健康的にお弁当拝見

　長嶋監督やオシム監督の発病なども
あって、心房細動による脳塞栓症の恐
さが社会的にも認知されるようになり
ました。その予防に、当初はアスピリ
ン（抗血小板剤）が投与されていまし
たが、大規模臨床試験の結果をうけて、
1990 年代から積極的にワーファリン

（抗凝固薬）が使用されるようになり
ました。
　ただし、ワーファリンの効果は個人
差が大きく、定期的な採血検査で PT-
INR( プロトロンビン時間 ) を適正な値
にコントロールする必要がある、納豆
などの食事や併用薬の影響を受けやす
い、専門以外の医師は使い慣れないな

◦ 医療今昔物語 ◦ 内科　5 （最終回）

心房細動と
　脳梗塞（脳塞栓症）

近森病院副院長
　　　内科部長　浜重  直久

どの欠点がありました。
　近年、新規抗凝固薬が相次いで発売
され、大々的なキャンペーン ( 高知だ
けでも年 20 回以上の講演会 ) がなさ
れています。早期から確実な効果が得
られ、脳出血のリスクも低いことから、

ワーファリンよりいい薬であることは
確かでしょうが、ワーファリンの 10
－ 30 円に対して、1 日 500 円以上も
かかることが難点です。
　除細動やカテーテル治療前など、な
かには恩恵を受ける人も少なくないと
思いますが、ワーファリンで効果の
安定している人や、高齢者、寝たきり
患者などにも安易に処方されているの
をみると、医療経済的に大丈夫かなと
思ってしまいます。
　個人的には、ワーファリンで脳出血
が多いというのであるなら、まずはガ
イドラインで示されている PT-INR の
目標値を改める（2.0 ～ 3.0 → 1.7 ～
2.5）のが先決ではないかという気が
します。　　　　  はましげ　なおひさ

歳時記5月 の
カモミール

近森リハビリテーション病院
　　　　　　　  介護福祉士

宮﨑  愛弥
　100 円 シ ョ ッ プ で
種を見かけ、袋にリ
ンゴのような香りが

すると書かれており、
興味があったので購入。

本当にリンゴのような香
りがするのか半信半疑でしたが、開花
するとリンゴのような香りがして驚き
ました。カモミールティは心身をリラッ
クスする効果があるそうなので皆さん
もリラックスしたいときには試してみ
てください。         みやざき　あや

絵も筆者

ヴィオニエ　

　脇役と思われがちな品種メルロ。しか
し、今は時代のトレンドといった感さえ
あります。ボルドー地方では 19 世紀ま
で補助的な品種としてみなされていまし
たが、現在はカベルネ・ソーヴィニヨン
を大きく凌ぐ栽培面積となっています。
　サン・テミリオン地区やポムロール地
区では、メルロ主体で造られるワインが
多く、そのシャトーのワイン需要の高ま
りには目を見張るものがあり、近年では、
ボルドー地方の底辺のランクのものでさ
え、メルロ主体で造られる傾向がありま
す。
　また、ニューワールド、例えばアメリ
カのカリフォルニア州とかワシントン
州、ニュージーランド、チリでも栽培さ
れ、高い人気を得ています。

　メルロは、他の品種と
比較すると早熟で早く収
穫することができ、仕上
がったワインも果実の凝
縮した風味があり、酸や
タンニンは丸みを帯び、
なめらかで口当たりの優
しい風味のものに仕上が
り、比較的早く楽しむこ
とが出来ます。
　これからワインを飲み
始めてみよう、なんて方
がいましたら、この品種
でできたワインを選ぶと
いいですね。

鬼田知明（有限会社鬼田酒店代表）

ワイン講座  ◦ 31

ぶどう品種を知り、個性を探る
黒ぶどう  その⑧

メルロ　その①

　シャトー・ル・パン／同上／フラン
ス、ボルドー地方●メルロ主体で造ら
れるワインの代名詞的存在。エキゾ
ティックで世界中で最も高価な唯一
無二のワイン。
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　昨年の 9 月
に A 棟でハイ
ブリッド手術
室を含む四つ
の高機能手術

室の運用を開始し、全 11 室の手術室
がフル稼働することができました。最
新の医療機器や映像システムをそろ
え、さらに高度な手術医療が提供でき
る環境が整いました。昨年より導入し
た OS（オペレーションサポート臨床
工学士）5 名も順調に手術の器械出し
業務に慣れ、看護師 35 名と共に日々
の手術に対応しています。
　手術に必要な器械のピッキング、使
用材料の補完（SPD）はシーメックが

担当してくれ、術後の器械洗浄、セッ
ト組み、滅菌、収納はシーメック 2 名
と四国管財 2 名、手術室の清掃は四国
管財が担当してくれています。秘書の
2 名も医師のサポートを行い、看護師
が手術、術前訪問に集中できる状態に
援助してくれています。
　現在は ER 夜勤や病棟研修にも、手
術室看護師が活躍できる場を広げるよ
うになってきています。今後、ますま
す高度な超急性期手術医療が安全・確
実・迅速に提供できるようスタッフが
働きやすい環境にしていくことと、術
中だけでなく救急から術後にかけて患
者に関わっていけるよう、環境を整え
てより良い手術看護が提供できるため

に手術室で多職種の仲間と力を合わせ
て取り組んでいきたいと考えています。

ひがしの　えいぞう

近  森   正  幸

脇腹のくびれ

　松戸市の東葛クリニック病院副院長
で、チーム医療フォーラム代表理事で
もある秋山和宏先生が提唱されている

『メディカル・ウォーキングのすすめ』
という小冊子をいただいた。
　およそ 70 歳の健康寿命が過ぎ、人
生ラスト 10 年になると、「歩けなく
なる」、「食べられなくなる」、「認知で
きなくなる」。三つの節目が順番に現
れて、そのたびに自立度が低下して最
期を迎える。こうした老化予防に効果
があるのが「メディカル・ウォーキン
グ」で、かなり早歩きの 5.76km/h の

「速歩」をベースにしている。
　いってみれば「さっさか歩き」と「ゆ
っくり歩き」を交互に、それぞれを 3
分づつ行うというもの。しかも一日「速
歩」を 5 回・15 分間、一週間で 4 日
やればいいというもので、筋肉量と筋
力を維持増加できるという。
　ものは試しと、私も早速このインタ
ーバル歩行を始めてみた。朝少し早
めに起きて、「ゆっくり歩き」から始
まって、「ゆっくり歩き」で終わる 33
分間を目安にした。「さっさか歩き」
は大股で歩かざるを得なくなるので自
然と腸腰筋が鍛えられる。すると内臓
が持ち上げられ、垂れていたお腹がし
まってくる。やり始めてまだ一カ月も
経っていないが、脇腹にくびれが出て
きてズボンがゆるゆるになってきた。
しかも脂肪肝もなくなっていたので内
臓脂肪も減ったようだ。
　朝ごはんには納豆、豆腐、味噌、卵、
干物など、しっかり蛋白質を摂ってい
て、運動して食べるので筋肉量も増加
しているのを感じる。「さっさか歩き」
と「ゆっくり歩き」というインターバ
ル歩行をすることで、こんなにも効果
が現れるとは、自分でも驚いている。
私の脇腹のくびれを見て、連れ合いも
いつの間にか始めていた。

理事長・ちかもり　まさゆき

近森病院手術室
　　　看護師長　東野  栄三

高度手術医療をささえる
手術室の多職種の仲間たち

 看 護 部 キラリと光る看護 部署紹介 2　手術室篇

● 応募資格 ●
　近森会グループ職員、職員家族
　近森病院附属看護学校学生
　関連会社職員
※ 5 月初旬より募集を開始します。

2015 年

踊り子募集! !
　いよいよ「第 62 回よさこい祭り」
の夏が近づいてきます。近森会のチー
ム「 ち か も り 」 は 今 回 で 6 回 目 の
出場になります。皆さん！　一緒に
Kochi の夏を踊り尽くしましょう。

看 護 師 採 用 試 験
日時：5 月 23 日（土）、7 月 25 日（土）、
　　　11 月 28 日（土）、
　　　2016 年 2 月 26 日（金）
応募：履歴書（様式不問）は 1 週間前 
　　　までに郵送いただくか、ご持参
　　　ください。
※詳細は近森会グループのウェブサイト 
　に掲載しています。

よさこいチーム
「ちかもり」
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　今年度より消化器内科部長と研修管
理委員長の辞令を拝命しました。今後
は自らの臨床能力の更なる向上ととも
に後輩の育成や臨床研究の発表など院
外への情報発信も頑張ってやっていこ
うかと思っています。研修管理委員長
は、川井前委員長の後任になります。
引き続き地域医療を実践できる臨床医
を育成する研修環境を作っていきたい
と思います。

ちかもり　まさやす

　最近「嚥下専門の先生」とよくいわ
れますが、実は義肢装具も大好きな専
門分野です。今年は嚥下サポートプロ
ジェクトもはじまりますが、歩行分析
機器や免荷装置、下肢装具ロボットも
導入しますので歩行分野でも仲間を募
集中です。
　リハビリテーション科の魅力を日浦
科長といっしょにアピールしていきた
いとおもいます。

わだ　えみこ

　医師となり近森病院に就職しはや 10 年という月
日が経ちました。態度と体だけはでかくなりまし
た。今回、初期研修医として共に働き出した仲間
とともに科長を拝命しました。彼らは言わば戦友
であり、皆それぞれの分野で活躍をしている姿を
見ると感慨深く励みになります。仲間と共にひと
つでも多くの命を救えるよう、これからも自分の
道を究めていきます。                      みき　としふみ

　卒業後、大阪で勤務しておりました
が、平成 24 年 4 月より近森リハビリ
テーション病院に勤務しています。効
率よく仕事をこなすにはまだ遠いな
か、勉強の日々です。
　患者さんのベストとはなにか、日々
悩みながらもやりがいを感じて仕事
をしています。仕事も人生も、まだま
だ未熟ですがよろしくお願いいたしま
す。

ひうら　ゆうこ

　永遠の若手を自負しておりました
が、いたずらに歳を重ね、最近では若
い医師やコメディカルの方々から声を
かけられることもめっきり減りまし
た。疎ましい「おやじ」と化してしまっ
たようです。この度、循環器内科部長
という大役を仰せつかり、いささかの
不安はありますが、これを機に再度若
返りを図り、『こやじ』として若手の
リーダーを目指したいと思います。

やまもと　さとし

　近森病院に勤務し
始めて一年半が経ち
ました。日々、読影
や IVR などの業務に
追われていますが、
放射線技師、臨床検
査技師、看護師など、
コメディカルの方々
の 協 力 で な ん と か
やっています。
　黙々と読影していると集
中が続かないこともありま
す。相談しながら画像を読
むことで有意所見に気付く
こともありますので、気軽
に御相談ください。

ほそだ　こうじ

研修医の父と呼ばれるように嚥下、だけじゃないです

患者さんのベストとはなにか

あくまで『こやじ』です

1 年半が経ちました 仲間と共に

近森病院消化器内科
部長

近森  正康

近森リハビリテーション病院
リハビリテーション科部長

和田  恵美子

近森リハビリテーション病院
リハビリテーション科科長

日浦  裕子

近森病院循環器内科
部長

山本  哲史

乞！熱烈応援

近森病院放射線科
　科長　細田  幸司

近森病院救急科
　科長　三木  俊史
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　この度、総務部長を拝命いたしまし
た。総務部には直接医療現場に接する
ことが少ない部署もありますが、自分
たちの仕事の一つ一つが診療現場につ
ながっているという認識を忘れずに取
り組んでいきたいと思います。
　視野を広く持ち、スタッフ間のコ
ミュニケーションとチームワークを大
切にしていきたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

たに　ともあき

　2015 年 4 月より神経内科部長を拝
命致しました。赴任以来、数多くの患
者さんを診療してきました。月が流れ
るのは早く、白髪がかなり目立つよう
になり、自分の「老い」を自覚するよ
うになりました。
　今後は日常診療を充実させると共
に、日常臨床に立脚した臨床研究にも
邁進する所存ですので、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

くずめ　だいすけ

　このたび診療支援部長の職を拝命致
しました。今後は診療支援部全体の舵
取り役という重責を担うことになり身
の引き締まる思いです。百戦錬磨の前
部長には足元にも及びませんが、「ど
うすれば実現できるか」という視点で
診療現場の支援を行っていく決意で
す。みなさまに教えを請うことや、不
慣れな部分ばかりですが、お力添えよ
ろしくお願いします。

やまさき　ひろつぐ

　今回科長を拝命した他の 3 人の先生たちと
は中学高校や大学の同級生で、友人です。お前
と呼び合えます（世代的におんしゃあとは言い
ませんが）。自分の患者さんを相談して助けて
もらう時、むずがゆいような誇らしいような不
思議な感謝を感じます。先生でなかったころの
お互いの顔をいつまでも忘れずに、これからも
頑張ろう。　　　　　　　　    にしもと　よう

　つい先日抱負を述べさせていただい
たばかりですが、またこの様なご挨拶
をさせていただきます。ただ今回、こ
れまでと異なる点として、3 月に感染
症学会の施設認定を受け、呼吸器内科
だけでなく、新たに、感染症内科とし
てのスタートもきらせていただきま
す。まだできたてほやほやの状態です
が、徐々に成長させていきたいと考え
ています。

いしだ　まさゆき

チームワークを大切に診療の充実と研究への邁進

おんしゃらぁもなったかや

感染症内科のスタート

心リハ科　新設？ 信頼される仕事を

総務部  部長
谷  知明

近森病院神経内科
部長

葛目  大輔

診療支援部部長兼企画課課長
山崎  啓嗣

近森病院呼吸器内科
兼感染症内科部長

石田  正之

乞！熱烈応援

近森病院循環器内科
　科長　古谷  敏昭

　近森病院の初期
研修医 1 期生とし
て勤務を始めてか
ら早くも 10 年が
経過しました。今
までは心臓カテー
テル検査や治療を
中心に内科疾患の
診療に従事してお

りました。
　今後は研修医や後輩らの指
導により一層力を入れつつ、
かねてから念願だった外来診
療における心臓リハビリテー
ション部門の始動にも尽力さ
せて頂きます。

こたに　としあき

近森病院脳神経外科
　科長　西本  陽央
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　医療安全、感染対策という大変な役
割を担うことになりました。職員のみ
なさんや医療安全専従看護師、感染管
理専従看護師と協力し、より一層、安
心で安全な療養環境、職場環境となる
ように目を配り、質の向上に努めたい
と思います。
　これまでの経験も生かし、さらに自
分自身が自己研鑚に努め頑張りますの
でよろしくお願いします。

ちかもり　みきこ

　今年度の看護部目標は「個別性・根
拠のあるケアの実践」となっています。
看護業務の効率化と統一化を図り、根
拠に基づいた質の高い看護の提供がで
きるよう、視座を高め取り組んで行き
たいと思います。
　また、互いにサポートしあい、看護
師が健康で安心して仕事ができる職場
環境づくりにも努めたいと考えていま
す。

さいとう　なおこ

　看護師になり長い年月を振り返る
と、いつも患者さんやそのご家族、そ
して共に働くスタッフの皆さんから看
護する喜びをいただき、支えられて続
けてくることができました。
　日々進化する医療のなかで、患者さ
んとそのご家族をいちばん近くで支援
している看護の現場を大切に、まだま
だ未熟ではありますができる限り努め
たいと思います。

くどう　よしえ

　オルソが開院して８年目になりま
す。日々忙しい業務のなかで、患者さ
んが無事退院されていく姿をみて励ま
されています。
　「常に前進あるのみ」をモットーに、
今後はさらに病棟運営や人材育成、教
育活動を中心に自己研鑽を積み重ねな
がら、日々頑張って行きたいと思いま
す。

やまさき　なるみ

　建築中の新リハ病院の見学に行って
きました。まだ、壁もないコンクリー
トの殺風景な建築現場でしたが、なぜ
か「ここでどんな看護・ケアができる
のだろう」とわくわくしました。
　新病院では、大変なことのほうが多
いと覚悟していますが、この「わくわ
く」を忘れずスタッフとともに納得の
いく看護・ケアができるようにがんば
りたいと思います。

おかむら　なほ

　日頃は医療安全管理者として、三つ
のマネジメント（エラー・クオリティ・
コンフリクト）に注目し、医療安全推
進活動に取り組んでいます。今後も看
護の質向上や安全で安心して働くこと
のできる職場環境づくりを目指してい
きたいと思います。
　職場のあらゆる「マネジメント」を
意識し、微力な中年期力を尽くしたい
と思います。よろしくお願い致します。

なかや　あけみ

職員のみなさんと一緒に現場の声と気づきの心を大切に病床管理・超急性期担当として

常に前進あるのみわくわくを忘れず マネジメントを意識

近森病院
副看護部長
近森  幹子

近森病院
副看護部長
齊藤  尚子

近森病院
副看護部長
工藤  淑恵

近森オルソリハビリテーション病院
4 階病棟 シニア看護師長

山﨑  成美

近森リハビリテーション病院
副看護部長
岡村  奈保

近森オルソリハビリテーション病院
副看護部長
中谷  明未

乞！熱烈応援
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　この 4 月からキャリア開発課、課長
として働かせていただくことになりま
した。
　主に近森会看護部の主任研修に関
わっていきたいと考えています。自分
のキャリアをデザインし、年度末には
それぞれが達成感を感じ、結果組織に
貢献できる人材育成に繋がればと願っ
ています。

おおやぶ　さだこ

　このたび、4 月 1 日付で副看護部長
（教育担当）の辞令をいただきました。
近森病院で教育に関わるようになり 3
年が過ぎましたが、まだまだ未熟なこ
とが多く、身に余る思いがしておりま
す。ほかの副看護部長と協力して、今
後も働きやすい環境づくりに努め、「ひ
とり一人の看護師が、患者さんのベッ
ドサイドで良いケアができる」看護師
の育成をしていきたいと思います。

もりもと　しほ

　長年、准看護師として仕事をしてい
ましたが、数年前に通信の看護学校を
卒業し看護師として現在に至っていま
す。思いやりの心を忘れないように、
日々働きやすい職場作りを意識しなが
ら病棟スタッフとの関わりを大事にし
ています。これからも努力を惜しま
ず、今年度、近森病院に就職すること
になった娘と一緒に成長、前進してい
きたいと思います。

たなか　めぐみ

　今回のお話をいただいた時、大変驚
き躊躇しました。というのも、訪問
看護師やケアマネ、退院調整看護師と
いった在宅分野での活動が長かったか
らです。しかし、だからこそできるこ
ともあるのでは、と思いなおしました。
　病棟での看護を学びなおしながらこ
れまでの経験を活かし、病棟スタッフ
と共に患者さん中心の看護を提供して
いきたいと思います。

やまもと　しほ

　平成元年からずっと精神科一筋で勤
務させていただいてきましたが、この
度、副看護部長の任をいただきました。
四半世紀余の歳月のなかで、精神科を
巡る状況は大きく変化しましたが、近
森病院の精神科は常に社会と患者さん
に真摯に向き合ってきました。今後も
その歴史を継続し、さらにスタッフと
共に発展させていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

たけだ　なおこ

　周囲の人たちに支えられ今の自分が
あると思います。まだまだたくさん勉
強することもあり、師長としての課題
もたくさんあります。
　決して器用ではなく天然の私です
が、自分なりにこつこつと、日々自己
研鑽に努めながら明るい職場を目指
し、皆様の期待に添えるように頑張り
たいと思います。これからもよろしく
お願いします。

たかはし　さち

私（主任）の元気は、組織の元気みんなと協力し看護力 UP

患者さん中心の看護を

継続と発展を

こつこつと 幾つになっても前進

看護部
キャリア開発課課長

大薮  定子

近森病院
副看護部長
森本  志保

近森リハビリテーション病院
3 階病棟西 看護師 主任

田中  恵美

近森病院
5 階 C 病棟 看護師長

山本  詩帆

近森病院（総合心療センター担当）
副看護部長
武田  直子

近森オルソリハビリテーション病院
6 階病棟 看護師長

高橋  さち

乞！熱烈応援
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　言語聴覚士は、急性期では摂食・嚥
下障害の患者さんへの対応が多いです
が、失語症、構音障害などコミュニケー
ション障害への対応も大切な仕事にな
ります。発症直後のコミュニケーショ
ン能力・代償手段を評価し、早く安心
して入院生活を送られるよう援助する
ことが重要となります。この分野につ
いても信頼される部署になるよう、頑
張りたいと思います。

いけ　ゆうこ

　近森病院に就職して 12 年になりま
す。今日まで続けてこれたのは頼れる
先輩方や個性豊かな後輩達の仲間が優
しく支えてくれていたからです。感謝
の気持ちを忘れずに、大好きな仲間と
共に、チーム力を高め、明るく元気な
職場をつくっていきたいと思います。
　患者さんとご家族へより良い作業療
法が提供できるように、日々精進して
いきたいと思います。

みちくら　ゆみか

失語症や構音障害も 仲間と共に

近森病院リハビリテーション部
言語療法科主任

池  祐子

近森病院リハビリテーション部
作業療法科主任
道倉  由美香

　昔から花が好きで、きれいな花を見る
と思わず写真を撮ってしまう私。ここ数
年はまっているのが、洋蘭を育てること
です。花の咲き終わった洋蘭の鉢が捨て
られそうになっていたのをもらってきた
のがきっかけ。花の咲かない葉ばかり眺
め続けて３年、ようやく素敵な花を咲か
せてくれました。もらってきたものの、
環境が変わったせいかなかなか花を咲か
せてくれませんでした。
　ネットで洋蘭の育て方を調べて、風通
しの良いところに置いてみたり、涼しい
場所に置いてみたり…どうやら花は環境
の変化を好まないようです。今置いてあ
る出窓に移して適度に水をやる…それを
繰り返してようやく美しい花を咲かせて
くれた時にはちょっと感動です。それ以
来洋蘭にはまってしまいました。
　昨年末、さらに花の終わった洋蘭を２
鉢いただいてきました。まだどんな花を
咲かせてくれるのかわかりませんが、い
つかきれいな花を咲かせてくれるはず！
　その時を今から楽しみに待っているの
です。４年目に入った洋蘭は、今年も花
を咲かせてくれるのか新芽が伸びていま
す。あぁ、早く咲いてくれないかなぁ
……。私にとって花は癒し。みなさんも
育ててみませんか？ 　   なかごし　ゆき

私の趣味 花は癒し……

近森リハビリテーション病院
　　　　４階病棟西
　　　　　看護師長　中越  由紀

乞！熱烈応援

　1987 年に近森病院就職後の数年間
は、基準看護の導入など医療において
の大変革期でした。私は整形外科病棟
において平均在院日数の短縮に携わり
ながら、地域連携病院に改めて感謝の
念を覚えました。その後大学院に進み、
復職後は第二分院から総合心療セン
ターへの移行や附属看護学校の立ち上
げなどに参加させていただきました。
　近森会は目の前に目標が掲げられ
て、自己実現の機会を与えてくれる魅
力ある職場でした。大好きな近森会で
すが、少し違う場所で看護サービスを
提供したいという「おもい」が出てき
ました。
　私のわがままに対して、チャレンジ

近森病院総合心療センター
看護部長　松永  智香

大好きな近森会で 28 年間
　お世話になりました！

退職のごあいさつ

◀︎就職時 1987 年 7 月刊の
「ひろっぱ」に掲載された

することを応援してくださるみなさん
は、私にとってやっぱり素敵な仲間で
す。これからも公私ともどもよろしく
お願いします。　　 まつなが　ともか

職員
旅行

▼街を見下ろし記念写真
今回はギリシャに行ってきました ▼神殿：神話の世界に

迷い込んだかのような…
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そると近森会
保育室

　2014 年 12 月 か
ら当院でも開始し

ました TAVI（カテーテルによる大動
脈弁置換術）の症例を重ねて参りまし
た。心尖部アプローチ 5 例に加え、3
月 25 日で大腿動脈からのアプローチ
が 8 例を超えました。
　これにより、今後は外部指導医立ち
会いが不要となりました。当日は他院

の先生方十数人を含む医療従事者約
80 人でお話をうかがいました。TAVI
のあらましから、日本人とヨーロッパ
でご経験された症例との違いから始ま
り、技術的なことや将来的な展望にま
で幅広くお話をしてくださいました。
　今後当院でも TAVI を重ねて参りま
すが、それの一つの節目となる貴重な
講演でした。次は経心尖部アプローチ

　■第 5 回高知県医療再生機構講演会　 2015 年 3 月 25 日
▼慶應義塾大学医学部循環器内科

講師　林田健太郎先生TAVI（カテーテルによる大動脈弁置換術）を
安全に続けるために

近森病院心臓血管外科
　　　　　　　　部長　入江  博之

も同じよう
に 独 立 し、
さらに全体
の症例数も
25 例を超え
て全国で未
だ 15 施設しかない完全独立した施設
に加わりたいと考えています。

いりえ　ひろゆき

演いただきました。
　嚥下障害のメカニズム、評価方法、
治療方法に関してお話いただき、とく
に嚥下内視鏡や嚥下造影のパートでは
動画をたくさん示され、大変分かり易
いものでした。兵頭先生ご自身が提唱
された嚥下スコアを直接教えていただ
けるという貴重な場面もありました。
　当日は 84 名もの方々のご参加をい

　近森病院での嚥
下障害治療は、さ
まざまな先進的取

り組みがなされている他分野と比較す
ると、まだまだ発展する可能性を秘め
た「フロンティア」です。この「フロ
ンティア」を開拓するための、エイエ
イオーの掛け声として高知大学医学部
耳鼻咽喉科教授の兵頭政光先生にご講

　■第 142 回地域医療講演会　 2015 年 3 月 13 日
▼高知大学医学部耳鼻咽喉学科学教室

教授　兵頭政光先生

摂食嚥下委員会
近森病院脳神経外科 科長　西本  陽央

ただきまし
た。兵頭先
生からいた
だいた大き
な掛け声に
励まされ、嚥下障害に対して皆でさら
に積極的に取り組んでいきたいと思い
ます。

にしもと　よう

「フロンティア」の嚥下障害治療

▼足長おじさんへ、いつも
絵本をありがとうっ！！

3 月 28 日に今年も元気いっぱい「そるとっ子」が卒園式を迎えました。
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ちかざわ　ひろあき▶糖尿
病・内分泌代謝内科兼リウ
マチ・膠原病内科医師（科長）
▶高知市▶高知医科大学▶
趣味はトライブ。前勤務地
の四万十川上流の道を走る
のが大好きでした。
なかま　たかひろ▶呼吸器
内科医師（科長）▶宮崎県
▶長崎大学医学部▶バイク、
カメラ、スキューバダイビ
ングが趣味です。高知なら
ではの川遊びと林道ツーリ
ングをしてみたいと思って
います。
たかた　ともや▶皮膚科医
師（科長）▶高知県▶高知
医科大学▶ 4 月から皮膚科
科 長 と し て 赴 任 し ま し た。
自宅から病院までが近いの
で念願の自転車通勤ができ
るのが楽しみです。
さだかね　まさゆき▶整形
外科医師▶岡山市▶大阪市
立 大 学 医 学 部 ▶ 趣 味 は ス
ノーボードと音楽です。今
まで沖縄と広島県の福山で
勤務しました。
ふじ　みかこ▶総合心療セン
ター精神科医師▶大阪府▶高
知医科大学▶力まず、マイ
ペースでやっていきたいと思
います。

かわもと　のぶたか▶外科
医師▶広島県呉市▶高知大
学医学部▶ 1 年間地元広島
で勤務しましたが、縁あっ
てまた高知で働くこととな
りました。近森病院は初め
てですが、第 2 の故郷、高
知が好きです。
きむら　ゆうすけ▶形成外
科医師▶和歌山県▶大阪医
科大学▶医師 5 年目で今ま
では沖縄の病院で研修を修
了し、内科と一般外科で 1
年ずつ研修しました。診察
中は沖縄弁のはずです。
みやもと　ようすけ▶心臓
血管外科医師▶三重県松阪
市▶岡山大学医学部▶机に
置けないオチョコというも
のを試してみたいです。
つづら　だいち▶循環器内
科医師▶愛知県名古屋市▶
高知大学医学部▶幡多から
黒潮に乗ってやってきまし
た。趣味は美味しい物を食
べることです。同志募集中
です。
あおやま　けい▶近森リハ
ビリテーション病院リハビリ
テーション科医師▶高知市▶
高知大学医学部▶旅行、運
動、 ド ラ イ ブ が 趣 味 で す。
患者さんに優しく、自分と
仕事には厳しく、日々精進
していきたいと思います。

田村  恵理  たむら  えり▶高知県高知市▶
高知大学医学部医学科▶趣味はジョギング
です。体力には自信があります（笑）。常
に笑顔でポジティブに！　を心がけていま
す。
山本  ゆい  やまもと  ゆい▶南国市▶高知
大学医学部医学科▶「高知をもっと元気に
する！」が私のモットーです。
猪谷  哲司  いのたに  さとし▶高知市▶高
知大学▶私は元某ファミレスの店長からこ

こでは語り尽くせない経緯でここに至りま
した。焼肉が大好物なので、ぜひ一緒に行
きましょう！
小笠原  佑記  おがさわら  ゆうき▶高知県
南国市▶高知大学▶ドイツのボードゲー
ムをたまにやったりするのが好きです。
えっ？　それって何？　って思ったら声を
かけてください！！

学校▶埼玉では泥だらけでサッカーゴール
を守り、鳥取では海山に支えられ勉強し、
今後は力強い土佐の街で医療に全力を尽く
す所存です。
久  雅 行  ひ さ  ま さ ゆ き ▶ 高 知 市 ▶
University of California, Irvine ▶ 高 校 卒 業
後、７年ほどアメリカで過ごしていました
ので、英会話には多少自信があります。そ
の代わり日本語が苦手です。
松浦  拓也  まつうら  たくや▶高知県▶高
知大学医学部▶中高ではハンドボール、大
学でバレーボールとずっとスポーツをやっ
てきました。多くのことを学ばせていただ
きたいと思っています。
松浦  洋史  まつうら  ひろし▶須崎市▶徳
島大学▶高知に帰ってきました。決め手は
土佐弁！笑。いっぱい土佐弁で話しかけて
下さい！
西村  祐希  にしむら  ゆうき▶兵庫県▶高
知大学▶はじめまして。西村祐希と申しま
す。趣味は体を動かすことです。しんどい
時でも笑顔で元気良くを目標に、毎日努力
していきます。
森本  暢  もりもと  とおる▶高知市▶高知
大学▶地元高知県出身の森本暢と申しま
す。小学生の時から野球をやっており、大
学に在学していた６年間も準硬式野球部に
所属しており体力には自信があります。

伊藤  いづみ  いとう  いづみ▶愛知県名古
屋市▶高知大学▶大学生活の間に高知県大
好きっ子になっていました。まだ行ったこ
とのない場所がたくさんあるので休みが
あったら開拓したいです。
片岡  エマ  かたおか  えま▶高知市▶高知
大学医学部▶中・高ではテニス部に所属し
ていました。大学ではゴルフ部、軽音部で
ギターをやっていました。スポーツは全般
好きで、音楽も好きなので趣味が合う方は
仲良くして下さい。
前田  真佐  まえだ  まさ▶高知市▶高知大
学▶初めまして、研修医１年目、前田真佐
と申します。趣味は旅行と買い物です。前
向きをモットーとしてやっていきたいと思
います。
三崎  真沙実  みさき  まさみ▶新潟県▶高
知大学医学部▶冬の暖かい気候にひかれて
高知に残ってしまいました。２年間お世話
になります。
古後  斗冴  こご  とご▶熊本県▶熊本大学
▶熊本で生まれ育ち、初の県外で高知県に
来ました。趣味は、囲碁、将棋、カメラ、
食べ歩きです。熊本の観光ならお任せ下さ

い。
橋 本  大 輔  
はしもと  だ
いすけ▶土佐
清水市▶高知
大学▶土佐清
水には「ジョ
ン万スピリッ
ト」という言
葉があり、こ
れは私のモッ

トーでもあります。高知の夏が好きで、よ
さこいは毎年出ます。
坂西  誠秀  ばんざい  せいしゅう▶埼玉県
さいたま市▶鳥取大学・埼玉県立浦和高等

  初期研修医

  初期研修医（2 年目）

宮本  陽介
髙田  智也

木村  祐介

近澤  宏明

葛籠  大地

中間  貴弘

定金  雅之

青山   圭
藤  美佳子

川本  常喬

姓名▶︎読み仮名▶︎所属▶︎出身地▶︎出身校▶︎趣味

青柳  智和  あおやぎ  と
もかず▶看護部診療看護師
▶茨城県▶東京医療保健大
学大学院▶海外でいう診療
看護師（NP）が日本でも
試験的に始まりました。高
知県では私が第１号だそう
で、神出鬼没で働かせてい
ただきます。

  看  護  部

  前列左から

  前列左から
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黒長  志穂  くろなが  しほ▶ 5B 看護師▶
徳島県▶高知大学▶バレーやテニスなどス
ポーツ大好きです。スポーツを通してたく
さんの方と仲良くなれればと思います。
田中  瑞紀  たなか  みずき▶ 5B 看護師▶
高知市▶高知県医師会看護専門学校▶趣味
は食べることで、今年は趣味の幅を広げて
いきたいと思っています。業務に早く慣れ
るよう頑張っていきたいと思います。
長永  美晴  ちょうなが  みはる▶ 5B 看護
師▶高知県▶龍馬看護ふくし専門学校▶ス
ポーツが好きで、バレー、水泳の経験があ
ります。その他のスポーツにもチャレンジ
していきたいと思っています。スポーツす
る時はぜひ参加させて下さい。
壬生  武稔  みぶ  たけとし▶ 5B 看護師▶
香南市▶龍馬看護ふくし専門学校看護学科
▶これから困難にぶつかってもこれまで
培ってきた忍耐力や精神力を活かして、問
題と真摯に向き合い乗り越えていきます。
小原  香澄  おはら  かすみ▶ 5C 看護師▶
高知市▶高知学園短期大学▶小原香澄で
す。好きなことは、いっぱい写真をとって
アルバムを作ることです。休みの日はプー
ルに泳ぎに行っています。
北村  千恵  きたむら  ちえ▶ 5C 看護師▶
香南市▶太成学院大学▶趣味はナノブロッ
クです。コツコツ作ることが好きなので、
毎日笑顔で過ごせるようにコツコツ頑張り
たいと思います。
宮本  まい  みやもと  まい▶ 5C 看護師▶
高知県▶広島国際大学▶趣味は音楽鑑賞
で、特に JPOP が大好きなのでお話ししま
しょう。また、テニスをするのも大好きな
ので一緒に打ち合いしましょう。
友永  真司  ともなが  しんじ▶ 5C 看護師
▶四万十市▶高知学園短期大学▶趣味は２
年前から行っているフットサルです。仕事

面では一歩一歩着実に成長できるよ

江口  晶  えぐち  あきら▶ 6A 看護師▶
四万十市▶龍馬看護ふくし専門学校▶趣味
は買い物と DVD 鑑賞です。皆様と協力し
て仕事をしていきたいです。
中澤  百香  なかざわ  ももか▶ 6A 看護師
▶高知市万々▶神戸市看護大学▶楽しいこ
とも辛いことも経験しながら成長したいで
す。いつかこの近森病院のよさこいグルー
プに参加したいと思います。
中山  未来  なかやま  みらい▶ 6A 准看護
師▶高知市朝倉▶高知県医師会准看護学院
▶ギターと体を動かすのが好きな 28 歳で
す。患者さんや他の職員の方からも信頼さ
れるような看護師になりたいです。
加納  若菜  かのう  わかな▶ 6B 看護師▶
高岡郡佐川町▶高知学園短期大学▶私は体
育会系なので、体力には自信があります。
この体力を生かして、様々な業務を積極的
に行っていきます。誰にも負けません！
川村  晴  かわむら  はる▶ 6B 看護師▶高
知市▶高知県立高知東高等学校看護専攻科
▶２匹犬を飼っています。黒の雑種のロン
という犬と、茶色の雑種のチャコという犬
です。私はとても犬や動物が好きです。
北川  二千翔  きたがわ  にちか▶ 6B 看護
師▶高知県▶高知中央高等学校看護学科専
攻科課程▶私は歌うこと、笑うこと、人と
話すことが好きです。これからたくさんの
人と関わり、色々なことを経験していきた
いと思います。
三好  香穂  みよし  かほ▶ 6B 看護師▶吾
川郡いの町▶高知学園短期大学看護学科▶
いつも明るく笑顔でいることがモットーで
す。患者さんやご家族の方、スタッフとの
会話の中でもモットーを忘れず過ごしてい
きます。学生時代にバレーとバドミントン

を し て い た の
で 体 力 に は 自
信があります。
益本  直緒  ま
すもと  なお▶
6C 看護師▶土
佐 市 ▶ 高 知 中
央 高 等 学 校 ▶
趣味は旅行で、

最近は北海道へ行ってきました。食べるこ
と、寝ることが大好きです。
宮本  亜依  みやもと  あい▶ 6C 看護師▶
南国市▶高知中央高等学校▶高校３年間は
軽音部に所属し、音楽や楽器が好きです。
音楽はリラックス効果もあるので、音楽を
通じて患者さんと関わることができるよう
なことをしてみたいと思っています。
山本  鈴華  やまもと  すずか▶ 6C 看護師
▶宿毛市▶九州保健福祉大学総合医療専門
学校▶４月から看護師として働くにあた
り、心機一転、向上心をもって何事にも取
り組んでいきたいと思います。興味はのん
びり散歩です。

2015 新人を迎えて

  近森病院 5 階病棟

  近森病院 6 階病棟

う努力していきたいと思います。

  近森病院 7、8 階病棟

髙橋  早紀  たかはし  さき▶ 7A 看護師▶
高知市▶高知学園短期大学▶趣味は旅行に
行くことです。47 都道府県すべてを巡る
ことを目標にしています。
中村  優美  なかむら  ゆうみ▶ 7A 看護師
▶四万十市▶高知県立幡多看護専門学校▶
ぶらぶら散歩をしたり読書・音楽鑑賞をす
ることが好きです。マイペースかつ着実に
看護師人生を充実させていきたいです。
河添  群  かわぞえ  ぐん▶ 7A 看護師▶高
岡郡佐川町▶徳島文理大学▶趣味はスノー

  前列左から

  前列左から

  前列左から
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北添  佳代  きたぞえ  かよ▶ ICU 看護師▶
高岡郡越知町▶愛媛県立医療技術大学▶出
身は高知ですが、姫路からもどってきまし
た。平成の修理も完了した姫路城にぜひ足
を運んでみて下さい。また高知で働くこと
ができてうれしいです。
森脇  利恵  もりわき  りえ▶ ICU 看護師▶
徳島県▶高知大学医学部看護学科▶身体を

動かすのが好きで、バレーや
スノボー、ヨガを趣味で行っ
ていました。積極的に取り組
む姿勢を大切にしたいです。
下駄場  誠生  しもだば  せい
しょう▶ ICU 看護師▶高知市
▶黒潮医療専門学校▶看護師
免許取得後、東京都大田区の
東邦大学医療センター大森病
院で３年間手術室看護師とし

て勤めていました。趣味は映画鑑賞です。
猪野  彩子  いの  あやこ▶ HCU 看護師▶
南国市▶国立徳島大学医学部保健学科看護
学専攻▶去年から梅酒などの果実酒を作っ
ています。今年はきんかん酒などの季節の
果実を用いて数種類作ろうと考えていま
す。お酒は強くないですが、自分で作った
お酒を飲むことが最近の楽しみです。
岩﨑  千夏  いわさき  ちなつ▶ HCU 看護

師▶香南市▶龍馬看護ふくし専門学校看護
学科▶趣味は野球観戦と吹奏楽です。5 月
30 日には演奏会がありますので、是非お
越し下さい。何事も一生懸命取り組みます。
伊東  蒔帆  いとう  しほ▶ SCU 看護師▶高
知市▶高知中央高等学校▶私の趣味は旅行
をすることです。県外へ行き、買い物や観
光をすることが好きです。これからは海外
へも行きたいと思っています。入職後はコ
ツコツ努力をして仕事を覚え、立派な看護
師になりたいです。
内村  真子  うちむら  なおこ▶ SCU 看護師
▶香南市▶高知県医師会看護専門学校▶友
人とわいわいお酒をのむことが好きです。
都築  美和  つづき  みわ▶ SCU 看護師▶高
知市▶高知県医師会看護専門学校▶趣味は
ソフトバレー、ドライブ、カラオケ、ダー
ツ、ビリヤードです。特にソフトバレーが
大好きです。興味のある方はぜひっ。

鈴木  汐璃  すずき  しおり▶ 8A 看護師▶
土佐市▶高知学園短期大学看護学科▶中、
高とバレーボールで、体力、精神ともに自
信あります。前の職場では先輩方より「根
性があるね」といわれていました。いやなこ
と、つらいことがあっても人前では笑顔で
いられます。逆に自信をもってというのが
あまりできないので、自分に自信をもって、
患者さんに親われる人間になりたいです。

ボードやバーベキューなどのアウトドアで
す。小児から高齢者まで幅広い年代の方々
と接するのが大好きです。
濱中  琢満  はまなか  たくま▶ 7A 看護師
▶幡多郡黒潮町▶日本赤十字広島看護大学
▶幼い頃からサッカーが趣味で、勝負事に
関しては負けず嫌いで「一度始めたことは
最後までやる」をモットーにしています。
岡田  彩奈  おかだ  あやな▶ 8A 看護師▶

高知県▶高知中央高等学校看護学科専攻科
▶映画鑑賞が趣味です。『最強のふたり』や、
母校が撮影地の『桐島、部活やめるってよ』
などの人間ドラマが好きです。
衣笠  由梨  きぬがさ  ゆり▶ 8A 看護師▶
高知市▶高知大学▶どの衣笠？衣笠だれ
やっけ？などといわれない、衣笠由梨とフ
ルネームで覚えてもらえるような看護師に
なれるよう努力します。

  近森病院北館 2、3 階病棟

  近森病院 ICU.HCU.SCU

  近森病院救命救急センター（ER）、救命救急病棟

  近森病院手術室、外来センター形成外科

奥田  みのり  おくだ  みのり▶北 2 看護師
▶高知市▶龍馬看護ふくし専門学校▶テニ
ス、バドミントン、卓球が趣味です。楽しく
仕事をしたいと思ってます。
髙畑  雅  たかはた  みやび▶北 2 看護師▶
高知市▶高知学園短期大学▶趣味はジブリ
作品を鑑賞することです。作品のモデルと
なった所のロケ地を巡ることが好きです。
戸梶  萌絵  とかじ  もえ▶北 2 看護師▶土
佐市▶高知学園短期大学▶よさこいとスノ

ボが好きなので今年のよさこい
は近森のチームで踊りたいと思
います。楽しみです！
山本  若奈  やまもと  わかな▶
北 2 看護師▶須崎市▶高知中央
高等学校▶料理や音楽を聴くの
が趣味です。任されたことは自
分の納得のいくまで精一杯やり
ます。こつこつと努力をしてい
くタイプです。
坂本  多実  さかもと  たみ▶北
3 看護師▶高岡郡▶高知学園短

期大学▶趣味が旅行なので、お金をため
て今まで行ったことがない所へたくさん
行けたらと思っています。
谷口  亜子  たにぐち  あこ▶北 3 看護師▶
南国市▶高知中央高等学校▶笑顔で患者
さんの立場に立った看護を極めたいです。
堀  瑞稀  ほり  みずき▶北 3 看護師▶土佐
清水市▶龍馬看護ふくし専門学校▶音楽
や映画、体を動かすことが好きです。
柴岡  真樹  しばおか  まさき▶北 3 看護師

舛田  瞳  ますだ  ひとみ▶救命救急セン
ター（ER）看護師▶高知県▶徳島文理大
学▶人見知りだけど色々話しかけて来ても
らいたいです。特技は手首が柔らかいです

（少しだけ）。
臨機応変に対応できる Ns になりたいです。
高橋  徹男  たかはし  てつお▶救命救急セ
ンター（ER）看護師▶高岡郡▶高知県医
師会看護専門学校▶高知には自然がたくさ
んあり、アウトドアなどを楽しみ、そして
仕事には真摯に向き合い、常に向上してい
きたいと考えています。
矢部  真弓  やべ  まゆみ▶救命救急セン
ター（ER）救急救命士▶兵庫県神戸市▶
大阪医専▶兵庫県からまいりました。子供
と一緒に剣道をしていたので、こちらでも
始めたいと思います。密かにお城好きで、
高知城へ行きたいです。
内田  優  うちだ  まさる▶救命救急セン

ター（ER）救急救命士▶福岡県▶福岡医
健専門学校▶患者さんのために積極性を生
かし今自分にできることを考え、チーム医
療に貢献できるように努力していきます。
仮谷  麗奈  かりや  れいな▶救命救急病棟
看護師▶土佐清水市▶関西看護医療大学▶
趣味は乗馬とベースを弾くことです。日々
努力を怠らず、一生懸命業務に取り組んで
いきたいと思います。
坂本  真実  さかもと  まみ▶救命救急病棟
看護師▶幡多郡大月町▶穴吹医療大学校▶
スポーツでは卓球とバレーボールが好きで
す。また、季節のイベントなど楽しいこと
も大好きなので、趣味の幅を広げて行きた
いです。

久万  あずさ  くま  あずさ▶手術室看護師
▶高知市▶高知中央高等学校▶休日は家で
DVD を１日中観て過ごすことが多いです。
今は特にミステリーにはまっています。社
会人として一人前になるべく、料理を勉強
中。美味しい料理を作れるまで頑張ります。
澤田  美咲  さわだ  みさき▶手術室看護師
▶高知市▶高知中央高等学校看護学科▶趣
味は読書、バイクのツーリングやレースを
見ることです。色々な本の世界や季節の移
り変わりを感じ、それを患者さんへと伝え
て、日々をまたちがった面から感じていた
だけるよう、コミュニケーションが出来る
よう取り組みます。
山﨑  愛加  やまさき  まなか▶手術室看護
師▶いの町▶高知中央高等学校▶買い物と
寝ることと美味しいものを食べることが好

きです。１年目で分
からないことばかりでご迷惑をおかけしま
すが、一緒に頑張っていきたいです。
中内  智大  なかうち  ともひろ▶手術室看
護師▶高知市▶高知学園短期大学▶私は体
を動かすことが好きで、友人とよくスポー

ツをしており、体力には自信があります。
田岡  晃子  たおか  あきこ▶外来センター
形成外科看護補助者▶本山町▶高知学園短
期大学保健科歯科衛生専攻▶神社仏閣巡り
が好きです。県内でもおすすめの場所が
あったら教えてもらえると嬉しいです。
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近森  園加  ちかもり  そのか▶北 4 看護師
▶香美市▶高知学園短期大学▶食べること
が好きで、休日は友人や家族と美味しいお
店探しをしていることが多いです。また、
よさこいが好きなので、近森病院のよさこ
いチームに参加したいと思っています。
中屋  裕弥  なかや  ゆうや▶北 4 看護師▶
高知市▶龍馬看護ふくし専門学校▶私は映
画鑑賞やスポーツ観戦が趣味です。一年目
であり忙しいとは思いますが、趣味や仕事
など充実した生活を送りたいです。

田中  波  たなか  なみ▶リハ 2 西看護師▶
高知市▶高知学園短期大学▶運動が好き
で、２時間以上散歩し、時にはバスケをし
ています。裁縫等を用いて身心を落ちつか
せ、自己をコントロールしています。
永田  晶平  ながた  しょうへい▶リハ 2 東
介護福祉士▶高岡郡佐川町▶平成福祉専門
学校▶毎日小さな目標を立てて職務に従事
したいと思っています。趣味はドライブ、
バイク全般、釣り、映画鑑賞、読書です。
文野  智美  ぶんの  ともみ▶リハ 2 東看護
師▶高知県▶龍馬看護ふくし専門学校▶趣
味は音楽を聴くことです。音楽はなんでも
聴くので、なにかオススメの曲があれば知
りたいです！！仲良くしてください。

橋口  未来  はし
ぐち  みく▶メ
ン タ ル 4F 看 護
師▶鹿児島県▶
高知大学▶趣味
は小学生から続
けている水泳で
す。今まで鍛え

てきた “ 体力 ” を武器に、笑顔で元気に頑
張りたいと思います。
田村  真介  たむら  しんすけ▶メンタル 5F
看護師▶高岡郡佐川町▶高知県立幡多看護
専門学校▶ 30 歳超えてから看護学校で学
び、ついに看護師になることができました。
声だけは良いとよくいわれます。声だけっ
て…

山本  真生  やまもと  まさき▶北 4 看護師
▶高知県▶高知学園短期大学▶趣味は釣り
とバイクでツーリングに行くことです。
宇賀  彩菜  うか  あやな▶北 5・6 看護師
▶高知市▶龍馬看護ふくし専門学校▶看護
師になる夢を叶えることができたことは、
大きな自信に繋がりました。これからは看
護師として自信をもって取り組みます。
坂本  綾  さかもと  あや▶北 5・6 看護師
▶宿毛市▶龍馬看護ふくし専門学校▶趣味
は読書でミステリーやホラー、純愛、ファ
ンタジーなどのジャンルが好きです。新し
い環境はとても緊張しますが、真面目に取
り組みたいと思います。
岡﨑  智  おかざき  まさる▶北 5・6 看護
師▶高知市▶高知学園短期大学▶趣味は見
知らぬ土地に旅行することです。基本的に
は交通機関を利用しますが、オートバイで
ふらっと出かけることもあります。
弘田  竜也  ひろた  たつや▶北 5・6 看護
師▶須崎市▶高知県医師会看護専門学校▶
趣味はジムで体を動かすことです。最近、
熱帯魚を飼い始めました。素敵な看護師に
なれるよう精一杯努力します。

  近森病院北館 4、5、6 階病棟

  近森病院総合心療センター 4、5 階病棟

▶宿毛市▶高知県立幡多看護専門学校▶体
を動かすことが好きで、特に球技が好きで
す。また、人と関わることが楽しく、多く
の人と関わっていきたいと思っています。

  近森リハビリテーション病院 3 階病棟

  近森リハビリテーション病院 2 階病棟

福本  晴香  ふくもと  はるか▶リハ 3 西介
護福祉士▶高知市▶平成福祉専門学校▶趣
味は音楽鑑賞・写真撮影です。「自分らし
く笑顔で」をモットーに取り組みたいです。
井上  真歩  いのうえ  まほ▶リハ 3 西看護
師▶高知県▶高知学園短期大学▶これと
いった趣味はありませんが、温泉に行くこ
とと旅行に行くことが好きです。
別役  莉沙  べっちゃく  りさ▶リハ 3 西看

護師▶吾川郡▶川崎医療福祉大学▶おお
らかで臨機応変な性格です。向上心を持ち
しっかり看護を学び、人生を考えていきた
いです。
橋本  亜梨紗  はしもと  ありさ▶リハ 3 東
介護福祉士▶土佐清水市▶高知県立清水高
等学校▶最後まで諦めずこつこつと努力す
る自信があります。中、高６年間ソフトテ
ニスに所属していました。部活をやる以上
６年間は続けることを目標にし、１日も休
みませんでした。どんなことがあっても粘
り強く、患者さんに努力したいと思います。
田所  史帆  たどころ  しほ▶リハ 3 東看護
師▶高知市▶川崎医療短期大学▶趣味は旅
行です。休みの日にはどこかに出かけない
と嫌なので、今から休みの日に出かけるの
を楽しみにしています。旅行以外の趣味も
つくりたいと思っているので、様々なこと
をやっていきたいと思っています。

  前列左から

  前列左から

  左から

  左から

  左から

  近森リハビリテーション病院 4 階病棟

青木  祐人  あおき  ゆうと▶リハ 4 西介護
福祉士▶高知市浦戸▶高知福祉専門学校▶
アウトドアなど外で動くことが好きです。
専門学校で学んだことをしっかりと発揮し
ていきます。

田岡  奈緒  たおか  なお▶リハ 4 西看護師
▶須崎市▶高知学園短期大学看護学科▶
体を動かすことが好きで、休みの日には
ウォーキング等しています。現在一人暮ら
しをしているので、料理が上手くなりたい
です。
清水  芳江  しみず  よしえ▶リハ 4 東看護
師▶島根県▶松江総合医療専門学校▶島根
県出雲市から高知へ来ました。趣味は水泳
と、犬と遊ぶことです。高知のことも、看
護師の業務も、これからたくさん勉強して
いきます。

宮﨑  典子  みやざき  のりこ▶オルソ 4 階
看護師▶高知市▶高知県医師会看護専門学
校▶私の趣味は、ハンドメイドとベランダ
での小さなガーデニングです。緑が伸びて
いく様に、私自身も日々成長していきたい
と思います。

  近森オルソリハビリテーション病院 4、5 階病棟
野村  万弥  のむら  まや▶看護部看護補助
▶高知県土佐清水市▶龍馬学園医業福祉専
門学校▶近場の山や川を見に行くのも好き
ですが、何泊かして長野県の方に自然を満
喫しに行くのも好きです。いろいろなこと
を教えてもらいながら、新しい知識を取り
入れて、仕事に役立てていきたいと思いま
す。
津野  恵美  つの  えみ▶オルソ 5 階看護師
▶高知市▶高知県医師会看護専門学校▶友
人とランチ巡りをすることが大好きな私で
す。休日には美味しいものを食べて充電し、
しっかりと仕事に備えたいと思います。

  近森病院言語療法科、作業療法科
  左から

金子  蓮  かねこ  れん▶近森病院言語療法
科言語聴覚士▶幡多郡黒潮町▶高知リハビ
リテーション学院▶小さい頃から、人の役
に立てるような仕事に就きたいと思ってい
ました。楽しみな反面、不安な部分もあり
ます。背丈も大きく、目つきも悪いといわ
れますが、楽しく明るい雰囲気が好きです。
趣味は映画を見たり、アウトドアな遊びや
酒をたしなむことです。
安岡  奏恵  やすおか  かなえ▶近森病院作
業療法科作業療法士▶高岡郡日高村▶高知
リハビリテーション学院▶初めまして。私
の趣味はカラオケと仮装をして人を笑わせ
ることです。“ 笑顔 ” が取り柄です。明る
い作業療法士になりたいです。
山本  大  やまもと  まさる▶近森病院作業
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  近森リハビリテーション理学療法科

東  恵里  あずま  えり▶近森病院理学療法
科理学療法士▶埼玉県▶高知リハビリテー
ション学院▶明るく元気な性格です。おい
しい食べ物を食べることが大好きで、趣味
は音楽をきくことです。笑顔を忘れずに、
一日一日を大切に過ごしていきたいです。
小川  友希  おがわ  ゆき▶近森病院理学療
法科理学療法士▶高知市▶高知リハビリ
テーション学院▶明るく元気な理学療法士
を目指しています。趣味は、季節のイベン
トなどに参加することで、小豆島や岡山に
も行ったりしています。
横山  菜那子  よこやま  ななこ▶近森病院
理学療法科理学療法士▶高知市▶高知医療
学院▶私は気が長く穏やかな性格だといわ
れることが多いので、そのことを生かし、

もしていました。
鎌倉  正幸  かまくら  まさゆき▶リハ病院
作業療法科作業療法士▶佐川町▶土佐リハ
ビリテーションカレッジ▶趣味はアウトド
アを楽しむことや映画鑑賞です。おすすめ
の映画が何かあれば教えてください。
丸岡  直輝  まるおか  なおき▶リハ病院作
業療法科作業療法士▶徳島県▶徳島健祥会
福祉専門学校▶クライエントの作業をもう
一度可能にできるよう努力していきます。
横田  一将  よこた  かずまさ▶リハ病院作
業療法科作業療法士▶土佐市▶高知リハビ
リテーション学院▶昨年フットサルを始め
ました。今年はパラグライダーに挑戦した
いと思っています。仕事の方も誠実に取り
組んでいきたいです。

矢野  まりな  やの  まりな▶リハ病院言語
療法科言語聴覚士▶高知市▶高知リハビリ
テーション学院▶夏はスキューバダイビン
グ、冬はスノーボードとアウトドアが趣味
です。大人しそうですが行動派女子です。
犬好きでフレンチブルドックを飼う予定で
す。同じ趣味を持つ方、そうでない方も仲
良くしていただけたら嬉しいです。
鈴木  宙  すずき  そら▶リハ病院言語療法
科言語聴覚士▶吾川郡いの町▶高知リハビ
リテーション学院▶笑顔、元気いっぱい、
大きな声でつとめます。早く顔と名前をお
ぼえて頂けるよう努力します。どんどん積
極的に皆さんに関わらせていただきたいで
す。えくぼの丸顔、ぜひおぼえて下さい。
橋田  唯冬  はしだ  ゆいと▶リハ病院言語
療法科言語聴覚士▶高知市▶高知リハビリ
テーション学院▶何事も真面目に取り組む
性格で、いつも患者さんのことを第一に考
えながら務めていきたいと考えています。
福本  成実  ふくもと  なるみ▶リハ病院作
業療法科作業療法士▶香美市土佐山田町▶
学校法人土佐リハ学院土佐リハビリテー
ションカレッジ▶趣味は映画鑑賞とドライ
ブで、バスケが得意です。緊張しやすい面
がありますが、元気よく多くの方と関わっ
ていきたいです。
中島  千里  なかじま  ちさと▶リハ病院作
業療法科作業療法士▶南国市▶川崎医療福
祉大学▶旅行に行くのが好きです。１日で

も早く業務に慣れ、仕事も
プライベートも充実した実

りのある年にしたいです。
井上  さくら  いのうえ  さくら
▶リハ病院作業療法科作業療
法士▶愛媛県▶四国中央医療
福祉総合学院▶食べるのが好
きで動くことも好きです。社
会人として成長できるよう努
力していきたいと思います。
原  康平  はら  こうへい▶リハ
病院作業療法科作業療法士▶

徳島県▶徳島医療福祉専門学校▶スポーツ
や買い物が趣味です。スポーツは特にテニ
スが好きで、小学４年の時から始めて高校
までしていました。高校の時はキャプテン

那須  志央里  なす  しおり
▶オルソリハ病院作業療
法科作業療法士▶高岡郡
四万十町▶土佐リハビリ
テーションカレッジ▶継
続力が長所なので、常に向
上心を持って技術や知識を身に付け、患者
さんの役に立つよう努力を続けていきます。
谷口  成美  たにぐち  なるみ▶オルソリハ
病院理学療法科理学療法士▶安芸市▶専門
学校麻生リハビリテーション大学校▶夜間
学校に４年間通い続けたことで「やるなら

西村  美湖  にしむら  みこ▶リ
ハ病院理学療法科理学療法士▶高知県▶高
知医療学院▶４月からカメラを購入し、写
真を趣味にしたいと考えています。仕事も
趣味も一生懸命楽しみたいです。
金城  沙耶  きんじょう  さや▶リハ病院理
学療法科理学療法士▶沖縄県▶琉球リハビ
リテーション学院▶海外ドラマがマイブー
ムです。新しい土地でドキドキしてますが、
いろんなことにチャレンジしていきたい。

中川  大種  なかがわ  ひろかず▶近森病院
理学療法科理学療法士▶高知市▶高知県立
岡豊高等学校▶明るく温厚な性格で運動す
ることが好きです。サッカーは幼い頃から
学んできましたので、得意種目の一つです。
門脇  一弘  かどわき  かずひろ▶近森病院
理学療法科理学療法士▶南国市▶土佐リハ
ビリテーションカレッジ▶今まで田舎の方
で暮らしていたので、町の方にくるのは初
めてです。スポーツが大好きなので、お声
をかけて頂けたらとても嬉しいです。
森岡  昂平  もりおか  こうへい▶近森病院
理学療法科理学療法士▶高知市▶高知医療
学院▶自転車やバイクに乗って風を感じる

ことが好きです。今後はロードバイク
の大会にも出てみたいです。

坂本  郷  さかもと  あきら▶近森病院理学
療法科理学療法士▶吾川郡いの町▶高知リ
ハビリテーション学院▶映画好きのインド
アです。家にこもりすぎて 10kg 以上太っ
てしまったので、四月からは痩せたいと思
います。
壽野  公海  じゅの  たかみ▶近森病院理学
療法科理学療法士▶愛媛県▶高知リハビリ
テーション学院▶趣味はテニス、スノー
ボード、カラオケ、バスケ、バドミントンで
す。スポーツが好きなので、スポーツ活動
があれば積極的に参加していきたいです。
刈谷  祐斗  かりや  ゆうと▶近森病院理学
療法科理学療法士▶吾川郡いの町▶川崎医
療福祉大学医療技術学部リハビリテーショ
ン学科理学療法専攻▶中学では野球、高校
ではソフトボール、大学ではラクロスをし
ていました。就職してからはパラグライ
ダーをしてみたいと思っています。
大平  拓巳  おおひら  たくみ▶近森病院理
学療法科理学療法士▶香川県三豊市▶高瀬
高等学校▶スポーツをすることも見ること
も好きです。見るのはサッカーとバスケで、
するのはバレーボールが好きです。

  近森病院理学療法科①

  近森病院理学療法科②療法科作業療法士▶南国市▶茨城県立医療
大学▶スポーツが好きで、高校までは剣道、
大学では車椅子バスケに取り組んでいまし
た。今後もいろいろなことに挑戦していき
たいです。

  近森リハビリテーション病院言語療法科、作業療法科

  近森オルソリハビリテーション病院作業療法科、理学療法科

  前列左から

  前列左から

  前列左から

  前列左から

  左から
とことん」が私のモットー
に な り ま し た。 実 習 で 近
森へ行き、近森の良さに魅
了されました。これからの
たくさんの出会いに期待で
いっぱいです。

浜口  椋  はまぐち  りょう▶オルソリハ病院
理学療法科理学療法士▶南国市▶土佐リハ
ビリテーションカレッジ▶趣味は小学校の
頃から継続して行っているサッカーとフッ
トサルです。患者さんのためにひたむきに
日々精進して行きたいと思っております。

患者さんに携わっていきたいと思います。
堀田  奈甫  ほった  なほ▶近森病院理学療
法科理学療法士▶高知市▶高知リハビリ
テーション学院▶よさこい・カラオケ・お
酒など、楽しいことが大好きです！小学生
の時に２段ベッドからダイブし、近森病院

に入院したことが思い出です。
秋山  遥  あきやま  はるか▶近森病院理学
療法科理学療法士▶土佐町▶高知リハビリ
テーション学院▶趣味は夏はラフティング
で冬はボードなどです。登山など、様々な
ことに挑戦していきたいと思います。
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散策することです。
小松  美紀  こまつ  みき▶総務
課（広報兼教育担当）事務▶高
知市▶高知県立高知女子大学▶
趣味は海外ドラマを観ることで
す。サポート役として何事にお
いてもポジティブな心構えで取
り組んでまいります。
吉川  圭子  きっかわ  けいこ▶

秘書課（救命救急センター・総合診療科）
秘書▶高知市▶早稲田大学▶幼少より硬式
テニスをして、高３の時四国大会で優勝、
全国高校生ランキング 16 位になり、自分
に自信を持つことができました。今後、仕
事においても日々先輩方を見習いながら成
長していきたいと考えています。
西岡  詩織  にしおか  しおり▶秘書課（心
臓血管外科）秘書▶高知市▶神戸女学院大
学▶早く仕事に慣れるよう頑張ります。
田原  佳奈  たはら  かな▶看護学校教員▶
土佐市▶高知女子大学▶「全てのことに意
味がある」をモットーに、これから起こる
状況や経験することに対して、誠実に取り
組める人でありたいと思います。
川添  悦子  かわぞえ  えつこ▶看護学校教
員▶土佐市▶高知県立高知女子大学家政学
部衛生看護学科▶座右の銘は「一生懸命」
です。現役引退してからの再出発、若い人
たちに負けずついていきたいと思います。

尾形  愛美  おがた  まなみ
▶近森病院薬剤部薬剤師▶
南国市▶大阪薬科大学▶い
ろんなことにチャレンジし
たいと思っております。
岡林  真由  おかばやし  ま
ゆ▶近森病院薬剤部薬剤師
▶土佐市▶神戸薬科大学▶
旅行が好きで、国内国外問

岩田  希  いわた  のぞみ▶近森病院地域医
療連携センターソーシャルワーカー▶高知
市▶高知県立大学▶「スローバット・ステ
ディー」が信条です。中身がおろそかにな
らないよう、着実にこなすのを心掛けます。
山田  弓令  やまだ  ゆり▶近森病院地域医
療連携センターソーシャルワーカー▶高知
市▶日本福祉大学▶趣味は車が大好きな息
子とドライブです。運動不足解消のためサ
イクリングを始めたいと思っています。
泉  麻衣  いずみ  まい▶近森病院臨床栄養
部管理栄養士▶青森県藤崎町▶新潟県立大
学▶りんごと桜で有名な青森県出身です。
期待と不安でいっぱいですが、一歩ずつ着
実に進んでいきたいと思います！！
溝渕  智美  みぞぶち  ともみ▶近森病院臨
床栄養部管理栄養士▶高知市▶高知県立大
学▶生粋の土佐っ子で、よさこいが大好き
です。カフェ巡りや旅行等出かけるのが好
きです。器用ではありませんが努力します。
眞鍋  佑介  まなべ  ゆうすけ▶臨床工学部

（ACE）臨床工学技士▶愛媛県▶四国医療
技術専門学校▶愛媛から初めての高知での
一人暮らしなので色々不安もありますが、
仕事において一歩一歩確実に成長し、少し
でも早く皆さんの役に立てるように取り組
んでいきたいです。
永尾  彰大  ながお  あきひろ▶臨床工学

宮本  ゆい  みやもと  ゆい▶医事課医療事
務▶高知県▶広島国際大学▶趣味は音楽鑑
賞で特に JPOP です。食べ歩きが好きなの
で、一緒にどこかで食べ歩きしましょう。
田井  日香莉  たい  ひかり▶オルソ医事課
▶高知市▶土佐情報経理専門学校▶いい香
りがするものを集めるのが好きです。オス
スメがあったらぜひ教えてください。
上村  和宏  うえむら  かずひろ▶危機管理
室▶長岡郡大豊町▶松山商科大学▶ゴル
フをより楽しむため筋トレやサイクリング
で体幹を鍛えています。将来キャンピング
カーでのんびり旅をと考えています。
西野  弘晃  にしの  ひろあき▶総務部事務
▶高知県▶大阪学院大学▶地元の高知に
帰ってきました。趣味は釣りとドライブです。
藤野  朋子  ふじの  ともこ▶総務課健康管
理センター事務▶高知市▶高知大学▶高知
が大好きです。趣味は県内の様々な地域で
おいしいものや素敵なものを見つけるべく

部（CS）臨床工学技士▶
四万十町▶四国医療工学専門学校▶学生よ
り軽音楽部で活動し音楽についてはジャン
ル問わず、聴くのも演奏するのも好きです。
井上  巧  いのうえ  たくみ▶臨床工学部 

（血液浄化）臨床工学技士▶高知県▶四国
医療工学専門学校▶インドア派でしたが、
リフレッシュのためにも運動を始めてみよ

門脇  千晶  かどわき  ちあき▶リハ病院理
学療法科▶理学療法士▶四万十町▶土佐リ
ハビリテーションカレッジ▶私は負けず嫌
いです。今後もこの負けず嫌いを武器に、
患者さんや自分のために、より高い目標を
追いかけていきたいと思います。
濵田  昂平  はまだ  こうへい▶リハ病院理
学療法科理学療法士▶中土佐町▶神戸学院
大学▶最近ロードバイクに乗り始めまし
た。自転車が好きな方がいれば、ぜひ一緒
にサイクリングにいきましょう。

  医療福祉部、臨床栄養部、臨床工学部

  管理部、近森病院附属看護学校

  薬  剤  部

上田  優輝  うえた  ゆうき▶リハ病院理学
療法科理学療法士▶高知市春野町▶高知リ
ハビリテーション学院▶私の趣味は剣道で
す。小学校時代から続けてきた剣道で培っ
た集中力・忍耐力・チームワークを武器に、
近森病院で精進していきます。
刈谷  龍仁  かりや  たつよし▶リハ病院理
学療法科理学療法士▶佐川町▶高知リハビ
リテーション学院▶これから色々な所に旅
行したいと考えています。名所を巡ったり、
美味しい物を食べたりしたいです。

わず、できるだけたくさん
の場所に、休みがあれば行
きたいです！　歌うことも
好きなのでカラオケ大好き
です。
服部  佑紀  はっとり  ゆう
き▶近森病院薬剤部薬剤師
▶高知市▶明治薬科大学▶
趣味は読書です。ヒマさえ
あれば書店へ行き、本を探

したり読んでいます。写真館で働いていた

  前列左から

  前列左から

  前列左から

  前列左から

金子  真梧  かねこ  しんご▶リハ病院理学
療法科理学療法士▶高知市▶高知リハビリ
テーション学院▶趣味はギター演奏です。
社会人として初めの一歩で緊張しますが、
患者さんに信頼される理学療法士になるた
めに努めていきます。
森田  晃央  もりた  あきひさ▶リハ病院理
学療法科理学療法士▶土佐市▶玉野総合医
療専門学校▶幼い頃から野球をして、体を
動かすことが好きです。最近は自転車で、
四国一周することが近い未来の目標です。

ことがあり、子供が大好きです。
宮本  裕太郎  みやもと  ゆうたろう▶近森
病院薬剤部薬剤師▶四万十市▶横浜薬科大
学▶体を動かすことが好きなので、マラソ
ンにも挑戦してみたいと思っています。
杉村  友美  すぎむら  ともみ▶近森病院薬
剤部薬剤部テクニカルスタッフ▶土佐清水
市▶神戸女子大学▶体を動かすことが好き
で、走ったり水泳をしたりします。仕事に
おいても積極的に動き、色々なことを覚え
ていきたいです。

戸梶  瑞季  とかじ  みずき▶画像診断部診
療放射線技師▶香南市▶徳島大学▶趣味は
買い物、スポーツ観戦です。今まで以上に

  画像診断部、臨床検査部 色々なことに興味を持ち、何事にも前向き
にチャレンジしたいと思います。
水口  柚里  みなくち  ゆうり▶画像診断部
診療放射線技師▶高知県▶常翔学園広島国
際大学▶趣味は読書で物語小説をよく読ん
でいます。インドア系ですが積極的にかか
わっていけるよう心がけたいと思います。
土居  大祐  どい  だいすけ▶画像診断部診
療放射線技師▶南国市▶鈴鹿医療科学大学
▶晴れた日に近所を散歩したり、家で猫と
遊んだり、おちついてのんびりとできるこ
とが好きです。

坂本  早樹  さかもと  さき▶臨床検査部臨
床検査技師▶南国市▶愛媛県立医療技術大
学▶今年春に愛媛から帰郷しました。趣味
は映画を観ること、音楽を聴くことです。
弘光  志帆  ひろみつ  しほ▶臨床検査部臨
床検査技師▶土佐市▶山陽女子短期大学▶
旅行が好きなので、余裕ができたら近場に
出かけたいと思います。
山本  彩織  やまもと  さおり▶臨床検査部
臨床検査技師▶宿毛市▶岡山理科大学▶ド
ライブや旅行が大好きです。高知市に初め
て住むので、いろいろな所へ行きたいです。

うと思います。業務に慣れるための努力も
欠かさないつもりです。
片岡  孝文  かたおか  たかふみ▶臨床工学
部 （血液浄化）臨床工学技士▶高知市▶四
国医療工学専門学校▶食べることが好き
で、よく色々な所へ外食に行きます。おい
しい食べ物や店が多い高知で働くことがで
きてうれしいです。
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　3 月 26 日に修了式が行われ、当院の初期研修医 9 人が 2 年間の研修を終え、元気に巣立っ
ていきました。たすきがけプログラムで、1 年間当院にて研修を行った 3 人も無事研修を修
了しました。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、そして修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、新しい施設に行く者など選んだ道は違いますが、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。卒業した研修医の県内外での活躍は、当院研修の伝
統を感じ嬉しく、そして励みになります。これからも楽しく有意義な研修になるよう、病
院をあげてお手伝いしたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　 　かわい　かずや

　桜咲く季節を
迎 え、 無 事 研 修
を修了できたこ
とを大変嬉しく
思 い ま す。 思 い

返すと、いろいろなことがあったあっと
いう間の 2 年間でした。温かくときに
厳しくご指導くださった先生方、サポー
トして下さった近森会の皆さんのおかげ
で、貴重な経験を積むことができました。
近森病院を離れるのは名残惜しいです
が、新しい職場でもここで学んだことを
生かして頑張りたいと思います。2 年間
有難うございました。     しげた　のりこ

　先生方には外
来、病棟、当直、
呼び出しなど時
間や場所を問わ
ず大変熱心にご
指導いただいた
ことがとても印象的です。コメディカル
の方々は、知識も経験も乏しい研修医で
も医師として尊重し、至らない点はしっ
かり指導をくださりとても嬉しく頼もし
かったです。このような素晴らしい環境
で研修でき、幸せに思います。今後はお
世話になった方々や病院に少しでも貢献
できるよう頑張ります。ご指導よろしく
お願いします。　　　 ときのぶ　あさみ

　先生方やコメ
ディカルの方が
常に気遣いフォ
ローして下さっ
た お か げ で、2

年間をなんとか終わることができた。こ
の病院でなかったら自分は途中で挫折し
たのではなかっただろうかと、終えてみ
てしみじみと思い、この病院で 2 年間を
過ごすことができたことが本当にうれし
く感じた。自分が受けた優しさを今後、
他の人たちに返していけるよう努力しよ
う、そう思えたいい研修だった。

おかむら　けいすけ

　 こ の 2 年 間 は
いろいろありま
し た が、 無 事 研
修を終えること
が で き ま し た。
初期研修の感想

を簡単に申し上げますと、とても楽し
かったです。いろいろな科を回りました
が、どの科も親切に指導してくださいま
した。施設や診療科によって、考え方や
価値観の違ういろいろな人がいることも
知りました。今後は精神科に進むことに
なりましたが、3 年目は「忙しくても忙
しがらない」を目標にしたいと思います。

せとぐち　たかひこ

　最も学んだこ
とはチーム医療
の素晴らしさで
す。 近 森 病 院 で
当たり前のよう

に行われている各専門職種の特性を活か
したチーム医療は、他の病院ではなかな
か見ることができません。私はこの２年
間、各職種のプロに支えていただき、研
修を修了することができました。こんな
恵まれた環境で研修できたことを誇りに
思い、後期研修先でもチーム医療を実践
していきたいと思います。ありがとうご
ざいました。                 かわむら　さちよ

　２年間初期研
修 医 と し て、 最
初は分からない
ことだらけで少
しでも自分にで
きることを見つ

けるのに必死でした。少しずつ自分の居
場所を見つけられるようになり、いつの
間にか近森病院が自分のホームになって
いました。これから巣立つ身ですが、こ
こでの時間は私にとって忘れられないも
のになりました。有難うございました。
これからも高知県の医療に少しでも貢献
できるよう精進したいと思います。

つじ　やよい

通過点

受けた優しさを

貢献できるよう

感　謝

初期研修×近森病院

誇りに思っています

初期研修医 2 年目　瀬戸口 隆彦

初期研修医 2 年目　岡村  圭介

初期研修医 2 年目　時信  麻美

初期研修医 2 年目　重田  倫子

初期研修医 2 年目　辻  やよい

初期研修医 2 年目　川村  幸代

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

25 年度臨床研修医修了式を終えて

ベスト研修医賞
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　 こ の 2 年 間 は
本 当 に あ っ と い
う 間 で し た。 初
病 棟、 初 当 直 で
本 当 に ド キ ド キ
したことは今でも覚えています。そんな
なか皆さんに助けていただきながら 2 年
間走り抜けることができました。本当に
ありがとうございました。私はこれから
も近森で働き続けます。毎日があっとい
う間に進んでいく近森病院においていか
れぬよう、今後も更なる飛躍をめざして
一日一日全力で走り抜けますのでよろし
くお願いします。         まつだ　ひでゆき

　 私 は た す き が
けプログラムで 1
年目は高知大学、
2 年 目 は 近 森 病
院 で 研 修 さ せ て
いただきました。

救急を経験していなかったので不安もあ
りましたが、皆に助けていただき充実し
た研修を送ることが出来ました。ありが
とうございました。4 月からは高知大学
の脳神経外科に入局しますが、研修医修
了式では「立派な脳外科医になって近森
に戻ってきま」賞をいただきましたので、
実現できるよう頑張ります。

にしもと　しょうた

　高知大学との
た す き が け で 1
年 間、 研 修 を さ
せていただきま
し た。 知 識 も 技
術もまだまだで

自信が無いこんな私でも、チームの一員
なのだと思わせてくれたのはコメディカ
ルの皆さんでした。院内いたる所でいろ
んな方が声を掛けてくださる、そんな近
森病院が大好きです。4 月からは病院を
離れてしまいますが、またきっと皆さん
にお世話になることがあると思いますの
で今後ともどうぞよろしくお願いします。

かわぐち　じゅり

　胸を膨らませ
て高知に来たの
は 2 年 前、 飲 み
会の多さに驚く
ことから始まり

医師の責任の重さを感じ、患者と関わる
楽しさを知り、学ぶことの多さに愕然と
し、思うように手技ができず凹む毎日で
した。「コーチレジ」の活動でセミナー
を企画、家庭では長男が誕生し賑やかに
なりました。よさこいにもハマりそうで
す。とにかく濃く楽しい 2 年間でした。
近森病院で学んだことを次のステップに
活かします。            なかむら　だいすけ

　形成外科を志
して研修を始め
はや 2 年が経過
してしまいまし
た。研修では内
容を自由に選択させていただいたので形
成外科に限らず多くの良い手術を見学す
ることができ、たくさんの経験を得て視
野を広げることができたのではないかと
思っています。2 年間の間に患者さんや
先生方との出会いによって、自分の医師
としての考え方は大きく変化したように
思います。ありがとうございました。

はまだ　りゅうしょう

充実した研修でした 近森病院が大好き

人生で一番濃かった 2 年間 考え方が大きく変化 日々精進

初期研修医 2 年目　西本  祥大 初期研修医 2 年目　川口  樹里

初期研修医 2 年目　中村  大輔 初期研修医 2 年目　濱田  龍正 初期研修医 2 年目　松田  英之
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◦昇格人事　◆ 3 月 16 日付　和田恵美
子・近森リハビリテーション病院リハビリ
テーション科部長／日浦裕子・近森リハビ
リテーション病院リハビリテーション科科長
◆ 4 月 1 日付　西田一也・近森オルソリ
ハビリテーション病院診療部長／山本哲
史・近森病院循環器内科部長／葛目大輔・
近森病院神経内科部長／石田正之・近森
病院呼吸器内科兼感染症内科部長／近森
正康・近森病院消化器内科部長／古谷敏
昭・近森病院循環器内科科長／西本陽央・
近森病院脳神経外科科長／三木俊史・近
森病院救急科科長／細田幸司・近森病院
放射線科科長／工藤淑恵・齊藤尚子・武
田直子・看護部副看護部長／森本志保・
看護部副看護部長（教育担当）／近森幹
子・看護部副看護部長（医療安全・感染
担当）／大薮定子・看護部キャリア開発
課課長／山本詩帆・看護部看護師長心得

（本館 5C 病棟）／佐々木美樹・看護部感
染制御部感染管理専従主任／岡村奈保・
看護部副看護部長（リハ病院）／南和芳・
看護部看護師長（リハ病院 3 階病棟東）
／江崎絵美・看護部主任（リハ病院 2 階
病棟西）／田中恵美・看護部主任心得（リ
ハ病院 3 階病棟西）／寺川幸・看護部介
護福祉士主任（リハ病院 2 階病棟東）／
高林妙・看護部介護福祉士主任（リハ病
院 3 階病棟東）／平田翼・看護部介護福
祉士主任（リハ病院 3 階病棟西）／福井
幸子・看護部介護福祉士主任（リハ病院
4 階病棟東）／新井佐和子・看護部介護
福祉士主任（リハ病院 4 階病棟西）／田
口喜子・訪問看護ステーションラポール
ちかもり所長（主任待遇）／中谷明未・
看護部副看護部長（オルソリハ病院）／
山﨑成美・看護部シニア看護師長（オル
ソリハ病院 4 階病棟）／高橋さち・看護
部看護師長心得（オルソリハ病院 6 階病
棟）／川津奈加・医療福祉部部長／村井
良太・オルソリハ病院作業療法科主任／
道倉由美香・近森病院作業療法科主任／
池祐子・近森病院言語療法科主任心得／
寺田文彦・管理部長／谷知明・管理部総
務部部長／山崎啓嗣・管理部診療支援部
部長兼企画課課長／上村和宏・管理部危
機管理室室長兼渉外部長
◦人事異動　◉診療部　◆ 4 月 1 日付　
西田一也部長・本院整形外科→オルソリ
ハ病院リハビリテーション科
◉理学療法科　◆ 4 月 1 日付　佐藤健三
主任・リハ病院地域支援部→訪問リハビ
リテーションちかもり
◉作業療法科　◆ 4 月 1 日付　芝江美
子・地域生活支援センターこうち→総合
心療センターデイケアパティオ／小松由
華・総合心療センター作業療法室→オル
ソ病院作業療法科／川渕佐織・高知ハビ
リテーリングセンター→訪問看護ステー

ションラポールちかもり（出向戻り）
◉医療福祉部　◆ 4 月 1 日付　林恵室
長・島崎友映・高知市障害者相談支援セ
ンターちかもり→地域医療連携センター
／三浦有華・高知市障害者相談支援セン
ターちかもり→リハ病院医療相談室／小
川明希・地域生活支援センターこうち→
総合心療センター医療相談室
◉管理部　◆ 4 月 1 日付　五藤大策・総
務部総務課→総務部経理課（出向戻り）
◦ 3 月の退職者
◆ 15 日付　川村茉由・リハ病院 3 階病
棟東看護師／二子石はるか・リハ病院 3
階病棟西看護師／小室香・リハ病院 3 階
病棟西介護福祉士／助石頼征・救命救急
センター（ER）救急救命士／黒岩礼奈・
森下桂司・本院理学療法科理学療法士／
黒川忠頼・リハ病院理学療法科理学療法
士／熊田美紗子・リハ病院作業療法科作
業療法士／勢田真奈・オルソリハ病院 5
階准看護師／神野明日香・磯﨑拓也・オ
ルソリハ病院作業療法科作業療法士／横
田百・秘書課秘書（リハ病院）
◆ 31 日付　今村春一・細田勇人・循環
器内科医師／望月雄介・整形外科医師／
市田竜也・形成外科医師／佐野俊和・心
臓血管外科医師／岩河千栄・総合心療セ
ンター精神科医師／川口樹里・西本祥大・
川村幸代・重田倫子・辻やよい・中村大
輔・濵田龍正・初期臨床研修医／西野光・
外来センター（形成外科）歯科衛生士／
冨永恵子・人工透析室看護師／高木友貴・
本館 5B 病棟看護師／奥田渓子・本館 5C
病棟看護師／中西めぐみ・大野夏奈子・
本館 6A 病棟看護師／中山世津恵・本館
6A 病棟看護補助者／野並路・本館 7A 病
棟看護師／桒名真由美・北館 2 階病棟看
護師／森美保・藤澤加奈子・北館 3 階病
棟看護師／窪田歩弥佳・HCU 看護師／
森本真由・総合心療センターデイケアパ
ティオ看護師／福島由紀・リハ病院 2 階
病棟西看護師／小松祥子看護師長・竹田
奈加・リハ病院 4 階病棟西看護師／久保
真莉子・リハ病院 4 階病棟東看護師／山
口雅人・オルソリハ病院 4 階看護師／田
中努・臨床工学部准看護師／山形聖恵・
川畑志乃・武田耕平・本院理学療法科理
学療法士／田渕充勇・中村文香リハ病院
理学療法科理学療法士／金久雅史・本院
作業療法科作業療法士／今村佳穂莉・友
原妃東美・臨床栄養部本院栄養科管理栄
養士／野村真紀部長・医療福祉部ソー
シャルワーカー／矢野美和・堅田鮎美・
地域生活支援センターこうちソーシャル
ワーカー／島本美香・健康管理センター
保健師／広松みどり・総務部総務課

　近森病院のすぐ西にある小川町公園。
冬の寒さが緩まないうちに梅の花が咲
き、春がすぐそこまで近づいているのを
教えてくれる。ほどなく桜が一斉に咲き
始め、本格的な春の訪れを知る。新緑の
頃には公園で過ごす人影が増え、次第に
日差しが眩しくなると、蝉の鳴声ととも
にいよいよ高知の一番熱い季節がやって
くる。街の中にいても四季の移ろいを感
じさせてくれる癒しの場所である。

リンダ 

お め で と う

編 集 室 通 信

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
地域医療支援病院逆紹介率
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

17,951 人
882 人
860 人

16.11 日
64.48 %

133.48 %
463 件
257 件
414 件
280 件
152 件

2015 年 3 月の診療数  システム管理室

◦  2015 年 3 月  県外出張件数  ◦
件数 58 件延べ人数 101 人

人 の 動 き 敬称略

誌面の都合上、今月は看護部の異動を省略
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（2015 年 3 月受入分）

大腸外科学書／楠正人（編著）
ガイドライン外来診療 2015 ／泉孝英（編
集主幹）
レジデントのための感染症診療マニュア
ル第 3 版／青木眞
内視鏡技師・看護師ポケットナビ／田村
君英（編）

医 学 の あ ゆ み 別 冊 循 環 器 と 画 像 診 断
Update ／赤阪隆史（編）
Nursing BUSINESS 2015 年 春 季 増 刊 現 場
でできる「看護倫理」教育・実践マニュ
アルチームの倫理的感受性がぐんと上が
る！／照沼則子（他編著）

◦
◦ 

◦ 

◦ 

《別冊・増刊号》
◦ 

◦ 

図書室便り
　今回は健診などの衛生管理活動につ
いて紹介します。内容は各種健康診断

（雇用時、定期、特定業務従事者）、給
食従事者健診、ぎょう虫検査、各種ワ
クチン接種があります。
　健康診断はその種類によって実施時
期が決まっており、事業主に実施が義
務づけられていますが、職員にも受診
義務があります。多忙な業務のなか、
一人でも多くの方に項目もれなく実施
していただけるよう、運用方法の見直
しを行うとともに、所属長への協力を
要請し、スムーズな実施に向けて検討
を重ねています。そして何よりも、職

員一人ひとりが
自分の健康管理に意識を持っていただ
くことが必要です。
　職業感染予防として、感染対策委員
会と協力し、インフルエンザや B 型肝
炎など計 6 種類のワクチン接種を実施
しています。昨年度は延べ 3,556 名の
接種を行いました。医療人として、自
分自身の身を守ると共に、自分自身が
感染源とならないよう医療人としての
自覚が求められます。次回は、メンタ
ルヘルス対策などの産業保健活動につ
いてご紹介したいと思います。

むらかみ　あさよ

健 康 管 理 セ ン タ ー  2ザ・ＲＩＮＳＨＯ 24

総務課健康管理センター
　　　　　　　　　主任　村上  麻世

職員の皆さん、健康診断の
受診義務をご存知ですか？

　今までいろいろな習い事をしてきま
した。ピアノ、茶道、華道、硬筆など
などやってきました。どれも極めるこ
となく中途半端に終わっています。が、
最近以前から興味があったプリザーブ
ドフラワーを習い始めています。通い
始めて 1 年以上になりました。
　最初は時間がかかり、2 個作るのが
やっとでしたが、最近では 5、6 個作る
ことができ、誰かを思って制作してい
る時間は無心になって作っているので、
時間のたつのも早く、いいストレス発
散になっています。
　いくつか会心のできの作品はありま
すが、写真にある後輩の結婚式のブー
ケは 1、2 を争う作品になりました。花
嫁さんもとても気に入ってくれて、た
いへんでしたが、「作ってよかったな」
とおもいました。通っているところは
高松ですが、職場の同僚 3 人で高速に
乗って、昼はうどんを食べ比べるのも
一つの楽しみです。
　いろいろならったものは長続きして
いませんが、プリザーブドフラワーは
長続きしそうです。これからも、いろ
いろな物を作って行きたいと思ってい
ます。                           きたがわ　ともこ

リレーエッセイ

女子力アップ
～プリザーブドフラワー～
近森病院７階Ａ病棟
　　　　　看護師　北川  知子

　 ア メ リ カ の Long Beach に て 米 国
静脈経腸栄養学会へ参加し、その後
Atlanta の EMORY 大 学 病 院 へ、NST
視察に行って参りました。学会では各
メーカーのブースに、日本では見たこ
とない量や大きさの経腸栄養剤や輸液
製剤、経腸栄養チューブ等が展示され、
ゲーム形式で景品をいただくブースも
あり、たいへん活気がありました。
　セッションには ICU 関連を中心に朝
6 時から参加し、ユーモアな話術で会
場を沸かせ、活発な質疑応答を交わし、
積極性に溢れており刺激を受けまし
た。EMORY 大学病院では看護師、薬
剤師、栄養士等より話をうかがいまし
た。食事内容は患者が自分で選択して
食べるシステムで喫食率が良いとのこ
とでした。食事制限のある方は、臨床
の栄養士とは別に給食専門の栄養士が
食事対応を行い、日本とは違い専門性

が分かれていました。
　NST では、1 人の栄養士が担当する
患者 65 名の内、毎日 15 名ほど介入し、
病態に応じた輸液や経腸栄養の処方を
行っておりました。見学した ICU 病棟
では、各病室に患者の 1 日のゴールを
表記し、1 日に投与する栄養量を記入
して多職種で情報共有できる環境を作
り上げており、わかりやすかったです。
　看護師から「他職種も栄養の必要性
を理解し、常にチームでコミュニケー
ションを図ることをもっとも大事にし
ている」とうかがい、日々の業務のな
かで忘れてはいけないことだと思いま
した。米国の積極的な栄養管理を目の
当たりにし、日々の業務において研鑽
を重ね、より良い栄養管理を提供でき
るよう精進しなければと強く感じた出
張でした。　　　　　 いがらし　くみ

出 張 報 告

臨床栄養部 管理栄養士　五十嵐  久実

NST（なんにでも積極的に取り組む）
姿勢を肌で感じて……

米国出張　臨床栄養部

会場風景

◀︎宮澤部長（右）
とともに



　見ると聞くとは大違い、とは良くいわれますが、体験はもっ
と強い印象をあたえます。春と夏の休みに２回行われる病院
体験ツアーでは、高度に進化・複雑化した病院内での見学と
実習、いろいろな職種の人の動きを通じて医療に携わる人た

ちの仕事内容を理解し、自分の将来を考えて
もらうよう企画しています。各部署では疑似
体験ができるよう工夫・準備しました。実地体験を通じ自分
の夢を膨らませて下さい。　　　　　　 やまさき　まさひろ

近森病院神経内科主任部長　山﨑  正博
実地体験が夢を膨らませる！

春休み！ 病院体験ツアー第 4 弾（職員の家族限定版）

▲外科で腹腔鏡を操作して▲リハビリテーション部で低周波を腕に流している
◀︎ ER で心肺蘇生をやってみる

▼神経内科で音叉を当てて

▼臨床工学部で人工呼吸器を当て ▼整形外科でギブスをはめる ▼薬剤部で薬の混ぜ合わせ ▼臨床検査部で血液型を調べる

▶看護学校で
老人を体験

▼循環器内科で
カテーテル挿入
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