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社会医療法人近森会

医療用コミュニケーションアプリ「JOIN」導入　林悟
近森病院本館 1 階◦ CT を更新

循環器内科●新着任医師　竹下昌宏
看護師特定行為研修実習開始　山脇久男
「安否確認システム」を導入　楠瀬達也
県下初  APS 療法 100 例突破　衣笠清人

がん化学療法研修会　宮﨑俊明
看護のこころを繋ぐ、誓いのセレモニー
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主な変更点

　電子カルテシステムは、サーバや

端末機器の修理が困難になるため、

６年毎に更新が必要となります。今

年は、電子カルテシステムのサーバ・

端末機器の更新が必要な時期であり、

9 月 18 日（金）夕方～ 22 日（火）

の連休中に電子カルテシステムの更

新を行いました。更新の主なトピッ

クは下記の通りです。

◦基幹ネットワーク機器の一部入替

◦電子カルテシステムを仮想サーバ

　環境へ移行

◦端末 1,622 台の入替（デスクトップ

　PC 1,147 台、ノート PC 475 台）

◦レーザプリンタ 154 台入替など

　今回は、基幹ネットワーク機器の

更新時期でもあり、18 日（金）22：00

～ 19 日（土）7：00 で基幹ネットワー

ク機器入替を実施しました。

ER 救急搬送も制限

　作業中はネットワークが不通とな

るため、ER 受け入れを一時的に制限

していただき、また入院中の患者さ

んの急変時の体制も整えていただき

ました。

　19 日（土）～ 22 日（火）は、端末・

プリンタの入替を行いました。コロ

ナ禍での作業においては、作業者の

検温チェック、マスク着用、手指消

毒を行うことや作業に当たっていた

だくメーカの方々の休憩場所確保と

換気に注意を払いました。

　電子カルテシステム停止中は、医

療スタッフの紙カルテ運用、並びに

端末入替に当たっていただいたメー

カの協力のおかげで、無事に電子カ

ルテシステムの更新は完了する事が

出来ました。ご協力ありがとうござ

いました。　　　　ながやま　のぶお

　ER では外来診療・入院時帳票類・

検査オーダーが全て手書き運用とな

りました。医療の電子化が始まった

ときには、慣れない PC 操作に手こ

ずる日々を送っていたのが、いまで

は当たり前となり、手書き運用の時

代を経験しているスタッフの方が少

なくなっています。

　災害等の非常時は、ネットワーク

診療支援部  電子カルテ管理課　課長　長山  信夫

近森病院  救命救急センター（ER）
　  　　　　　　　看護師長　町田  清史

9 月 18 日（金）〜 22 日（火）、
　４連休に電子カルテシステムを更新しました！

医療の電子化と、もしもの時の手書き運用

が停止し今回のような手書き

運用になることが想定されま

す。日頃から災害時に備えた

訓練をしていたため、トラブ

ルなく対応できました。今後

も、どんな非常時でも患者さ

んの受け入れができるよう備

えていきたいと思います。
まちだ　きよふみ

▲手書きの検査伝票
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ポ イ ン セ チ ア

歳 時 記11 月 の

近森リハビリテーション病院
言語療法科　科長　矢野  和美

　クリスマスシーズ

ンにひときわ脚光を

浴 び る ポ イ ン セ チ

アですが、その花は

11 月頃から咲き始め

ます。花びらのように

見える赤い部分は苞
ほう

という花の周

囲にある葉が変化したもので、そ

の中心部に本当の花が黄色く咲き

ます。苞が赤くなるのは、虫を呼

び寄せて受粉するためだとか。我

が家のポインセチアも緑から赤に

おめかしする準備を整えていると

ころです。

　　　　   やの　かずみ

　採血・輸血・細菌・心電図などの

各検査システムとの連携も停止とな

るため、手書きの依頼書を受けとり、

報告書で結果をお渡しする運用とな

りました。

臨床検査部　主任　筒井  昌代システム停止中でも迅速で正確な検査の提供を

人員を増やして対応を

事前準備を万端に〜混乱なく終えました〜

　電子カルテの停止期間中伝票での

運用は 78 件、全検査数は 272 件で

した。必要な検査をあらかじめ入力

していただいたことにより、院内ネッ

トワークが復帰後伝票の運用を少な

くすることができたと思います。患

者属性サーバーが停止していた期間

は、手打ちによるモダリティへの入

力でしたが、人員を増やすことで対

応しました。

　手打ちでの検査はのちにオーダー

を立てて、画像との紐づけ作業が必

　看護部では混乱のない病棟運営を

目指し、書類関係、クリニカルパス、

検査依頼方法と伝票などの確認およ

び運用統一を事前に行いました。

　また、急変患者さんが出た際に迅

速な対応ができるよう、全科医師に

患者さん毎のサマリ記載、明確な指

示出し、包括指示の見直し、内服・

注射処方の事前オーダーなどの依頼

を行いました。

　その他、一般病棟では手書きの検

温表・観察記録の作成、集中病棟で

は看護必要度の把握のため日々の評

▲電子カルテ課の職員と紐づけ作業

　停止中の検査については、電子カ

ルテ稼働後に、各検査責任者が数人

で確認しながら事後入力し、電子カ

ルテ上で結果が参照できるよう作業

を行いました。　　　つつい　まさよ

要で約 4 時間かかりました。
なかむら　しんじ

価をエクセル管理したことで、効率

的なベッドコントロールが行え、看

護ケアも安全に実施できました。他

部門とも連携し、大きな混乱なく終

えることが出来た

と感じています。

 ながの　ちえ

画像診断部　技師長　中村  伸治

看護部 システム担当　看護師長　永野  智惠

　薬剤部では、通常

は医師のオーダー情

報が薬剤部の部門シ

ステムに自動的に流

れ、処方箋出力、薬

剤の一包化、薬袋印

刷、お薬説明書印刷等が機械的に行

われています。電子カルテ停止中は

その全てがストップ、手書きの処方

箋で運用されました。

　手書きの処方箋を監査後、部門シ

ステムに手入力して払い出しを行い、

薬剤部　部長　筒井   由佳手書きの処方箋を部門システムに
再稼働後はその内容を電子カルテに

後追い入力し、薬物療法の履歴が確

認できるようにします。どの作業も

患者さんの薬物療法に影響するため

注意深く、間違いがないよう確認し

ながら行われました。    つつい　ゆか
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医療用 LINE をイメージ

　今年 8 月から、医療用コミュニケー

ションアプリ “Join” を導入し、脳卒

中診療に活用しています。

　Join とは、セキュリティ対策がさ

れている医療用の LINE と考えていた

だけるとイメージしやすいと思いま

す。脳卒中の急性期治療に関わる複

数のメンバーとリアルタイムに情報

をやりとりでき、画像も送れて院外

でも使うことができます。

スピードが要求される脳卒中診療

　脳卒中診療では、早期に治療を開

始することが非常に大切です。特に

脳の血管が詰まる急性期脳梗塞で

は、近年 tPA 静注療法と血栓回収療

法の有効性が明らかになり、発症か

ら脳血流の再開通が早ければ早いほ

ど 90 日後の日常生活動作が改善す

るとされています。脳卒中治療の中

でも、ここ数年で大きく進歩した領

域です。

一次脳卒中センターとして

　昨年、当院は一次脳卒中センター

に認定され、tPA 静注療法や血栓回

収療法の症例数も増加傾向にありま

すが、より短時間に治療を開始でき

るように、Join を導入していただき

ました。

脳卒中チームで活用

　Join を ER、SCU リーダー看護師、

放射線科看護師、放射線科技師、脳

神経内科医、脳神経外科医の個人携

帯あるいは iPad にインストールして

います。

ER からリアルタイムで情報共有し、
よりスピーディーな治療へ

　従来は、ER に脳卒中の患者さんが

来院されると神経系の医師に連絡が

入り、診察や検査を行いご家族へ説

明などしつつ、必要があれば他の医

師に応援を依頼したりカテーテル検

査室へ連絡を入れるなど、治療を進

めるまでに時間のロスが生じていま

した。しかし、Join 導入後は ER か

らメンバーに一度に情報が伝わり、

治療の準備、治療の進捗状況なども

リアルタイムにわかり時間短縮に役

立っています。

　今後も有効に活用していきたいと

考えています。
はやし　さとる

近森病院  脳神経外科
  　　　　　　　部長　林   悟

院内外にいる脳卒中チームと、
　　　　　　　画像・神経所見の共有を

　医療用コミュニケーションアプリ　「JOIN」導入 2020 年 8 月

　保育室そるとに高知市より、また
近森会グループ 3 病院にも看護協会
を通じて国からマスクの支援をいた
だきました。

マスクの
ご支援いただきました

◦ 近森看護学校通信 47 ◦

　2020 年 9 月 18 日（金）、看護学

校で消防訓練を行いました。

　訓練では消火・通報・避難の三

つの訓練と、消火器の使用訓練を

通じ、火災発生時に自分の身を守

るためにどういった

行動が必要かを学び

ました。

　新型コロナウイル

ス感染対策から、最

近はマスクを着用す

る機会が多いですが、

火災時には口元をハ

ンカチや服の袖で覆

い、煙を吸わないように身を低く

して避難する事が重要です。

　不測の事態に備え、今後とも訓

練を継続して行っていきたいと思

います。　　  じょうこう　ひろみち

消防訓練をおこなって
近森病院附属看護学校　事務局　上甲  浩道
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　当院の医療機器・医療ガス設備は

7000 以上あり、保守管理センターが

それらを主に管理しています。

　安全性・確実性が求められる医療

の中で、知識を深め、機器や設備の

トラブルが無いように管理していき

ます。

　また、スタッフへの勉強会を通じ

てインシデントを減らす取組みも強

化し、安全な医療に貢献していきま

す。　　　　　　　にしむら　さとし

　新型コロナウイルスにより、社会

全体にさまざまな変化が起きていま

す。医療を取り巻く環境も大変厳し

い状況になり、大きな変化の時代が

来るように感じています。厳しい環

境にあっても職員一人一人が成長で

きる職場作りをしていきたいと思い

ます。

　職員が成長することで、外部環境

の変化に適応できる病院になってほ

しいと思います。
にしもり　ちかげ

　「リハビリ看護」という言葉を知っ

たのは大学 4 年生の夏。リハビリ看

護に熱意を注ぐ素敵な先輩方と出会

いリハビリ看護を好きになり、そし

て近森にきて 5 年。まだまだ未熟で

周りの方々に助けられてばかりです

が、患者さんやご家族の思いに寄り

添い、日々成長していきたいと思い

ます。一生懸命がんばりますので、

ご指導ご鞭燵のほどよろしくお願い

申し上げます。　　　こまつ　ともよ

臨床工学部 保守管理センター
臨床工学技士　主任

西村   哲

近森オルソリハビリテーション病院
事務長代理　西森  千景

近森リハビリテーション病院
 4 階病棟東　看護師　主任

小松  智代

困った時は保守管理センターに成長できる職場へ 一生懸命がんばります
乞！熱烈応援

　9 月 18 日から 24 日までの電子カルテの

更新時、本館１階 CT を 1 台更新しました。

近森病院本館 1 階◦ CT を更新

▼ 64 列マルチスライス CT

がんばれ！　私！お弁当拝見 88
近森病院  理学療法科
　　　　　  科長補佐　山ロ  眞美

　休日の楽しみは朝寝坊という私に

とって、早起きは苦手で、朝のお弁

当作りは本当に大変です。携帯電話

のアラームを何度も鳴らしながら、

なんとか起きて作っ

ています。一人息子が中学校に入学

したときから始めた、2 人分のお弁

当作りもはや 5 年目となりました。

　息子の卒業後は、貴重な睡眠時

間が戻ってくる予定です。たまには

( しょっちゅう？ ) 学食の助けも借り

ながら、残り 1 年半を乗り切りたい

と思います。　　　 やまぐち　まみ
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初期研修医　馬場  咲歩
　早いもので、研修が始まってか

らもう半年が経ってしまいました。

成長したかといわれると、首を傾

げたくなりますし、あと半年で後

輩が入ってくると思うと、あまり

の自分のできなさに動悸がするよ

うな気がします。まだまだ、自分

の至らなさに頭を抱える日々です

が、近森病院に来てからの毎日は

忙しくも充実しています。

　どの先生にもたくさんのことを

教えていただいて、どの職種の方

にも優しく助けられてばかりです。

早く恩返しできるよう、もうちょっ

と精進せねば！と思っています。

そのためにも、今後しっかり勉強

する時間を作ることをここに宣言

したいと思います。

　今年はコロナの影響で、先生方、

他職種の方との院外での交流が持

てなくて悲しく感じます。運動神

経は壊滅的なのですが、来年こそ

は、皆さんと一緒によさこいを踊

れるといいなと思います。病棟で

はご迷惑をおかけしてばかりです

が、ちょっとずつ成長して、患者

さんの力になっていけたらと思っ

ています。これからもどうぞよろ

しくお願いします。　 ばば　さきほ

ハッスル研修医
半年をふりかえって

　今年９月より約 20 年ぶりに高知

県に戻ってまいりました。今まで愛

知県や岐阜県で勤務し、高知県と同

様にご高齢の方が多い地域でさまざ

まな内科疾患を診療しておりました。

　高齢者に対する診療は医師一人だ

けでは完結できず、一つの病院や診

療所だけでも完結しません。さまざ

まな医療スタッフに加え、介護職や

御家族の協力がほぼ必須となります。

その中でも心不全はこれらさまざま

な人の協力を要する疾患といえます。

　当院では心不全の入院治療を行

なっておりますが、高齢者の場合、

どこの施設でも治療に時間を要し、

安静による筋力低下のため入院前の

日常生活動作の再獲得が困難になる

場合が多くあります。

　以前の勤務先でも同様の問題が多

く、さまざまな医療職と一緒に一人

の患者さんに対するカンファレンス

を立ち上げ、対応策を協議しており

ました。また手術や薬による治療だ

けでなく、心臓リハビリの立ち上げ

にも関与しておりました。

　心臓リハビリは運動、疾患に対す

る患者教育、カウンセリングを包括

的に行うもので、運動機能の向上や

心不全再入院率の低下、死亡率の低

下などさまざまなメリットがあると

いわれております。

　少しでも元気に退院される方が多

くなるよう、多職種カンファレンス、

心臓リハビリを充実させ再入院、運

動機能を低下させない医療を目指し

てまいります。    たけした　まさひろ

近森病院  循環器内科　竹下  昌宏

心臓リハビリを用いて
　　　　　治療の質向上を

　看護師特定行為研修が開講とな

り、今期で 5 年目となりました。本

年度は新たに３コースが追加開講と

なり、受講生は計 16 名と例年より

増えました。

　6 月から 9 月まで「共通科目」を

主にｅラーニングで学び、10 月 1 日
より区分別科目授業が開始となり模

擬授業やｅラーニングを中心に学び

を深めており、栄養コース

から順次実習に入り 3 月 1

日まで実習に臨みます。実

習が長期間となりますが皆

さまがた、どうぞよろしく

お願い致します。
やまわき　ひさお

特定行為研修指導責任者　看護師　主任　山脇  久男

看護師特定行為研修●実習開始のお知らせ

循環器内科●新着任医師のご紹介

麻酔、術後管理、
　救急コースも加わり、実習開始！

No. コース名 受講生
Ⅰ 栄養コース 4
Ⅱ 創傷コース 2
Ⅲ 術後コース※  NEW 2
Ⅳ 麻酔コース※  NEW 4
Ⅴ 救急コース※  NEW 4

合　　計 16
※コース No. Ⅲ～Ⅴは領域別パッケージ研修

ありがとうございました。

献血キャンペーン

　9 月 29 日（火）に献血キャンペーン
を開催しました。今回はお昼からの半
日開催でしたが、60 名とたくさんの方
にご協力いただきました。ありがとう
ございました。
　次回は来年 3 月に予定しています。
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　7 月より大規模地震などの災害が

発生した際に、近森会グループ全職

員約 2,000 名の安否状況を速やかに

確認することを目的として、「安否確

認システム SafetyLink24」を導入し

ました。

　仕組みは有事が発生すると本シス

テムに登録している職員に対し、ス

マートフォンアプリやメールへ一斉

通知（配信）します。職員はスマー

トフォンアプリやメール内の URL に

より回答するためのウェブサイトを

開き、安否の状況や参集可否などを

回答する仕組みです。

　回答結果はリアルタイムに反映さ

れ、管理側（災害対策本部等）で把

握出来るようになっています。

「安否確認システム SafetyLink24」を導入

危機管理部災害対策室

　　　　　　　　室長　楠瀬  達也

　高知地区の交通安全キャンペーン

が 9 月 24 日に行われ、近森病院か

らは危機管理部災害対策室室長の楠

瀬達也が活動に参加しました。

秋の交通安全キャンペーンに協力

アプリ・メール
通知

安否状況報告

連動（自動）

安否状況確認

一斉通知（手動）

趣味私の

　私は現在、テトラフィットとい

うジムに通っています。そこでは 2

種類のプログラムがあり一つは高

地トレーニングという低酸素の中、

ウォーキングやバイクをすることで

体内の細胞を活性化

させ、体重を落とす

のに効果があるそう

です。もう一つは暗

闇・爆音の中でエル

ゴメーターというマ

シーンやトランポリ

ンを使用し運動する

ことで心拍数をあげ、

カロリー消費や筋力 UP に効果があ

るそうです。

　コロナが流行する前にジムに通っ

てダイエットに成功していました

が、外出自粛のためジムを一旦退

会することに……。暴

飲暴食を続け、見事に

半年で約〇 kg 体重増加

しリバウンドしました。

現在はジムを再開し、4

人のジム仲間と励まし

合 い 頑 張 っ て い ま す。

みんなよくキャンセル

していますが（笑）。

　ジムに行くまで

は苦痛で仕方ない

のですが、体を動かし汗をかきスト

レス発散できるし、ダイエットにも

なるので一石二鳥ですね。ジムの帰

りに仲間と食べるご飯がおいしくて

やめられないのが現状です。ジムを

再開して減量はできていませんが

キープはできています。1 年後、ダ

イエットに成功した時の自分に戻れ

るよう仲間と切磋琢磨し、全員がダ

イエットに成功しているはずですの

で期待していてください。
まえだ　りさ

近森病院 6C 病棟　看護師　前田  理佐テトラフィット

　BCP（事業継続計画）の上でも職

員の安否確認や参集可否の把握は重

要であり、今後は定期的に訓練を実

施して、いざという時に備えたいと

思います。
くすのせ　たつや

※近森病院救命救急センターは 24 時間対応いたします。12/30（水）〜 1/3（日）
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需要の多さに驚いた 100 例突破

　昨年 4 月に認可を受け変形性膝関

節症に対する治療として開始した外

来での再生医療 APS 療法が、今年 9

月になりついに 100 例を突破しまし

た。現在この治療は自由診療で、か

なり高額の治療費（約 30 万円）が必要

になりますので、これほど希望者が

多かったことには少し驚いています。

成長因子が炎症を鎮め、痛みを軽減

　APS とは、抗炎症性サイトカイン

などの成長因子が含まれた自己タン

パク質溶液で、膝軟骨の炎症や劣化

を引き起こす炎症性サイトカインの

攻撃をブロックする作用があります。

この抗炎症作用により、関節内の炎

症性物質と抗炎症性物質のバランス

を整えることで膝軟骨の炎症を鎮め、

損傷部に生じる痛みの軽減が期待さ

れます。

　欧州での開始後 2 年間のデータが

公開されており、たった 1 回の APS

投与後から徐々に痛みがなくなり、

多くの人が 2 年間痛みなく過ごせた

という報告があります。膝の痛みを

かばいながら生活すると、股関節や

足首など他の関節にも支障が出てく

ることがありますので、APS 療法は

痛みを軽減する手段の一 つになるこ

とが期待できます。

対象は軽度～中等度の膝変形
手術治療も視野に入れた検討を

　対象となるのは軽度～中等度の変

形の患者さんで、レントゲンでは膝

の変形がさほどひどくないのに痛み

が強い場合です。もちろん変形が進

行しているけれどもどうしても手術

をしたくない場合も施行することは

可能です。

　しかし過大な期待は禁物で、APS 

療法で骨や軟骨が新しく作られるわ

けではなく、年月が経つ内に軟骨や

骨が少しずつすり減り関節の変形は

進行します。したがって治療法につ

いては医師からきちんと説明を受け、

ご自身が納得した上で選択された方

がよいでしょう。最終手段としての

手術治療も視野に入れて検討するこ

とが大切です。

きぬがさ　きよと

高知県下初！ APS 療法 100 例突破！

近森病院 整形外科
　 　　　統括部長　衣笠  清人

矢印が APS

　地域在住の 65 歳以上の 3 ～ 5 人

に 1 人が、過去 1 年間に転倒経験が

あるといわれています。転倒は骨折

等の外傷を生じるだけではなく、直

接の死因やその後の要介護状態を引

き起こす可能性があります。そのた

め、寿命の延伸とともに、転倒予防

はその重要性を増しています。

　転倒要因には、身体的状態や心理

的状態等が関連する内的要因と環境

などの外的要因があります。入院す

ると自宅とは異なる環境により、更

に転倒のリスクが高まります。外的

要因の一つである履物は、滑りやす

いもの、脱げやすいもの、かかとを

踏んで歩く等の履き方も転倒リスク

を高めます。

　これまでも履物が原因の転倒を未

然に防ぐため、入院のご案内等で周

知活動に努めて参りました。今回、

救急搬送され靴をご持参されていな

い方への一時的な代用として、転倒

予防学会推奨の靴を導入しました。

この履物を履いたから、絶対に転倒

しないというわけではありませんが、

スリッパやサンダルに比べ、滑りに

くく、躓きにくいようです。

　また、売店でも販売を開始してお

転倒要因の一つである履物の改善

りますので、選択肢の一つとしてご

一考下さい。

かげやま　みか

医療安全管理部
　　　看護師長　影山  美佳 ▼当院では院内用としてこちらのタイ

プを販売しています
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　今年は、地域のお祭りや文化祭な

どの中止が続くなか、利用者と職員

が一緒になって楽しめるイベントを

行いたいと思い、昨年に引き続き T

シャツを使ったアート企画を開催し

ました。

　今年は「コロナに負けない！みん

なが元気になる T シャツアート展」

をテーマに、昨年の内容に少し彩り

を加えてみました。T シャツのデザ

インと展示だけでなく、ご自身が着

られるサイズの T シャツを選択でき

るようにしたところ、着衣で自分ら

しさを表現したりチームで一つの作

品を作り上げるなど、さまざまな趣

向を凝らした作品が出来上がりまし

た。また、お気に入りの作品を見つ

けて投票・表彰することで、より参

加型のイベント

とすることができたと思います。

　日差しが柔らかくなった秋晴れの

空の下に、仲良く手を繋いているよ

うな約 100 枚の T シャツがそよぐ景

色が、自粛疲れの皆さんの心を癒す

一助になっていたとしたなら嬉しい

です。
しまさき　よしひろ

T シャツアート展 2020 ◦高知ハビリテーリングセンター

高知ハビリテーリングセンター
　　　　　生活・訓練部　部長　島﨑  義広

みんなが元気になるＴシャツアート

【ひろっぱ編集部推薦コメント】

　高齢化社会において特に治療・予防法に

注目が集まる三大疾患「脳梗塞・認知症・

運動器症候群 ( ロコモ )」について、医師

が患者向けに徹底解説をするシリーズ・第

1 弾として 2016 年に上梓された「脳梗塞

に負けないために」の改訂版が刊行されま

した。近年開発された機器による新しい外

科的治療法、高血圧治療ガイドライン等の

項目が追加され、巻末に用語・略語索引も

あります。脳梗塞治療に携わっている医療

職から患者の皆様まで幅広く活用していた

だければと思います。

森 惟明（もり これあき）先生 略歴・1934 年大阪府生まれ、京
都大学を卒業後、国内外の病院で従事し、1981 年高知医科大
学（現高知大学医学部）脳神経外科の初代教授を務める。厚生
省研究班班長、高知県医師会理事、国際小児神経外科学会倫理
委員会委員長などを経て、現在は高知大学名誉教授。著書多数。

改定版
『脳梗塞に負けないために　知っておきたい、予防と治療法』

（幻冬舎）

梶川 博 （著 )、森 惟明 （著 )

書 籍 紹 介

￥1,540（税込）

▲デザイン部門表彰 ▲デザイン部門表彰 ▼ベストドレッサー部門  金賞
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ひろっぱ隊の「ご近所お弁当リレー！」

【テイクアウトメニュー（税込）】
　・お昼の日替わりお弁当　900 円
　（魚メインに副菜数種と、お漬物とごはん）

　・季節の晩ごはんお弁当　1,500 円
　（魚とお肉メイン各 1 種と副菜数種とお漬物とごはん）

草や　
　鷹匠町にある古民家を改装した趣のあるお店で、ゆったりと土佐の美味しいものを味わ
えると人気の「草や」さん。今回はそんなお味をお弁当でいただけると聞きつけたひろっ
ぱ隊より、旬の食材を多く使った素敵なお弁当をご紹介します。大人気の為、売切れるこ
ともあるそう！前日までの事前電話予約をお勧めします。

【店舗情報】現在のところ昼夜営業時間短縮中（感染防止対策をしながら営業中）
　昼 11：30 ～ 13：30（平日の火、水、木曜日のみ）
　夜 17：30 ～ 21：00（月～土／日・祝日は定休日）

高知市鷹匠町二丁目 1-41　電話 088-855-3436 

【ご注文】

・その他お刺身つきお弁当や、晩酌セットもあります。
　※魚入荷によりお値段変動 2,200 ～ 3,500 円

月、金、土曜日 火、水、木曜日
事前予約 15：00 ～ 19：00 9：00 ～ 19：00

火、水、木曜日 日祝以外

当日注文 お昼お弁当
9：00 ～ 11：30

夜お弁当
13：00 ～ 15：00

▲お昼の日替わり弁当

※営業繁忙時間の場合、電話に出られない事もあります。繋がらない場合は、少しお時間をずらしてかけ直しお願いいたします。
※事前予約に限り、Instagram ダイレクトメッセージにてご予約も承っております。臨時休業については、Instagram や Facebook
　にて随時お知らせしています。

ス す る の は や め

ました。

　 さ て、 我 が 家

の休日はいつも長男のサッカー部

のスケジュールに沿っていて、私も

サッカー部の当番に出かけることが

多いですが、練習が休みとあれば親

子ともに大好きなキャンプに行きま

す。準備は大変ですが、自然の中で

のんびり過ごすと日々の疲れも吹っ

飛びます。高知に帰ってきてキャン

プに行かない手はない！と、引越し

前から意気込んでいたものの、キャ

ンプ場も意外に人がいっぱいだった

らと心配で、今年はなかなか行けて

おりません。

　もう少しコロナ

ウイルスの自粛が

緩 和 さ れ て き た

ら、子供達とキャ

ンプに行きたいと

思います。どなた

かおすすめの場所

があれば、ぜひ教

えてください♪
やまかわ　ようこ

　皆さん、こんにちは。診療支援部

企画課の山川です。この春、約 20

年ぶりに兵庫県から U ターン移住

してきました。二人の息子たちは高

知に住むのは初めてなので色んなと

ころに連れて行ってあげたいのです

が、今のところお出かけも近所の公

園や、人があまりいない場所を選ん

で出掛けて楽しんでいます。引っ越

してきてしばらくは環境の変化に少

し戸惑っていた子供達も、今では

すっかり高知に慣れ、元気に学校と

保育園に行っております。

　年長の次男は、前の保育園にはな

かった竹馬に挑戦して、足の指の皮

がむけて何度も絆創膏を貼りかえて

は練習し、あっという

間に竹馬に乗れるよう

になりました。今では

スタスタと竹馬で歩け

るように。私も懐かし

くなり息子の竹馬を借

りてみると、一歩も乗

れなくて、ショックで

した。それからは、偉

そうに息子にアドバイ

リレー  エッセイ

久しぶりの高知
診療支援部　企画課　山川  葉子

　近森会、松田会、健康保険組合の

3 者コラボ事業として ( 株 ) 福利厚生

倶楽部に加入。福利厚生の多様化す

るニーズへの対応や組合の保健事業

の合理化などが目的ですが、コラボ

事業にすることで従来の保険加入の

条件が撤廃され、家族でも回数制限

なく使えることが最大のメリットで

す。職員旅行が廃止になりましたが、

職員の皆さんには違った形で、多く

の方に広く選択肢のあるものを提供

し、福利厚生を充実できたらと考え

ています。ガソリン割引などの生活

支援サービスなどもあり、多様なメ

ニューから利用できるアイテムが見

つかるのではないかと思います。

10 月 1 日から
福利厚生倶楽部加入が

スタートしました
近森会健康保険組合

局長　田村  裕彦
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近森会グループ
外来患者数
新入院患者数
退院患者数
近森病院（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

17,301 人
1,011 人
1,005 人

12.75 日
85.12 %

327.10 %
527 件
279 件
477 件
320 件
235 件

2020 年 9 月の診療数  電子カルテ管理課

2020 年 9 月の出張件数
◇件数…2 件　◇延べ人数…2 名

編 集 室 通 信

　コロナ禍で様々なことが変化しま
したが、その一つがオンラインでの
会議。移動時間がかからなくて参加
しやすい反面、移動時間の制限がな
くなった分だけ参加機会が増え、会
議に追われるようになってきました。
目は疲れるし、何より画面に映し出
される自分の姿にはダメ出ししたく
なります。新たな生活様式に慣れる
のも一苦労です（汗）。　　　　　充

お め で と う

ひらかわ　まさうみ①消化
器内科医師②香川県③高
知大学④最近できないです
が体を動かすことが趣味で
す。特にテニス、バドミン
トン、ゴルフをするので機
会があればぜひ一緒にやり
ましょう。
こばやし　しゅう①泌尿器
科医師②群馬県③高知大学
④大学より赴任しました。
海外ドラマやゲームが好き
ですが、最近一眼レフや筋
トレにもはまっています。
ほそぎ　あおい①麻酔科医
師②須崎市③高知大学④
元々インドアでしたが、最
近流行に乗り、アウトドア
に挑戦しています！

①所属②出身地③最終出身校
④自己アピールなど

ニューフェイス

平川 雅海

細木   葵

小林   修

人 の 動 き 敬称略
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第110 回職員対象

チカモリ・シネマクラブ

　9 月 27 日（日曜）に管理棟の会議

室で地域の保険薬局に向けたがん化

学療法に関する研修会を開催しまし

た。新型コロナウィルス感染症拡大

防止のため、Zoom システムを用い

たオンライン形式での開催となりま

した。

　この研修会は抗がん剤治療をされ

ている患者さんが病院のスタッフか

らだけでなく薬局薬剤師からも質の

高いサポートが受けられるようにす

ることと、保険薬局でキャッチした

副作用の兆候や患者さんの状態変化

をいち早く病院へフィードバックす

るための連携を強化する目的で開催

されました。

　今回は、当院では初めての試みと

して高知医療センターと高知赤十字

病院と 3 病院合同で開催されました。

当院からは筆者が担当し肺がんの治

療と副作用対策について話をさせて

いただきました。

　各病院から保険薬局との連携に関

する取り組みについても紹介され、

全体で共有することができました。

3 病院合同で開催することで聴講さ

れていた方に幅広い内容を発信で

き、より良い連携の方法について一

緒に考える機会になったのではない

かと思います。

　当日は 100 人以上の薬局薬剤師の

方にアクセスしていただき、今回の

研修への関心の高さがうかがえる結

果となりました。今後も年 1 回程度

で開催する予定となっています。地

域連携を通じた高知県のがん治療の

質向上に少しでも貢献していければ

と思います。
みやざき　としあき

近森病院  薬剤部　主任　宮﨑  俊明

3 病院合同がん化学療法地域連携研修会

　2014 年 12 月に開始した大動脈弁

狭窄症に対する最新治療「TAVI －経

カテーテル的大動脈弁置換術」が、

この度 300 例を突破しました。

　TAVI では、カテーテルを使って弁

置換を行うため、体への負担が小さ

く高齢者に向いた手術です。TAVI 専

門施設四国第一号の当院では、心臓

血管外科、循環器内科、麻酔科をは

じめ、多職種チームで取り組んでい

ます。

　本当は夏前に 300 例を超えていた

のですが、ちょうど「300」バルー

ンを貸してもらえたため、多く使っ

ている Sapien 弁使用が 300 例のタイ

ミングで記念撮影をしました！　

TAVI  300 例突破しました !  ◦  近森病院ハートセンター

　秋晴れのもと、近森病院ハートチー

ム一同にて。これからも地域の心臓

医療を支えられるよう、邁進してい

きます！

近森病院
初期臨床研修医

（公式）

近森会グループ
薬剤部

follow
me!

follow
me!

 はじめました
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　10 月 2 日に 6 回目となる誓いのセ

レモニーを開催しました。6 期生は

4 月に 45 名が入学し、誰一人欠ける

ことなくこの日を迎えました。

　今年は新型コロナウイルス感染症

の影響で、新入生歓迎会や学園祭な

どさまざまな行事が中止となるなか

で、例年より規模は縮小しましたが、

1 年生はそれぞれが目指す看護師像

を誓いの言葉として、臨床の方や保

護者の方の前で宣誓しました。また、

　私たち 6 期生 45 名は、社会人が

多く、年齢層も幅広いクラスです。

今年は新型コロナウイルスが流行し、

あらゆる面で自粛を求められました。

しかし、私たちはその状況下にあっ

ても、シンボルマークである自由と

柔軟性を象徴する「f f」という言葉

をテーマに、セレモニーの準備をし

てきました。

　今年度は先輩方が行ってきたセレ

モニー通り出来ず、感染対策をしっ

キャンドルで形作った「f f」の文字は、

看護学校の理念でもある freedom と

flexibility の頭文字であり、これから

さまざまな困難に直面したとしても

自由な発想で、何事にも柔軟な姿勢

で取り組み、困難を乗り越えていく

という意思を表しています。

　6 期生は社会人が多く、年齢にも

幅がありますが、一人ひとりがお互

いの特徴を理解し、協力しながら何

事にも全力で取り組む姿勢がうかが

かり行い、内容を考えるのは大変で

した。先生方のアドバイスをもとに

試行錯誤を繰り返し、同じ想いをも

つ仲間の協力もあり無事終了するこ

とが出来ました。6 期生はセレモニー

を通して、看護師をめざす決意を新

たにすることができました。

　「積極的に取り組み、患者さんに向

き合い、信頼される」「患者さんに対

する思いやりの心を忘れず、自ら判

断・行動できる」「一人一人に合った

えます。そして、誓いのセレモニー

を通じてさらにクラスがひとつにま

とまったように感じられ、これから

の成長が楽しみでなりません。

　お忙しい中、ご臨席いただきまし

た皆さま方、本当にありがとうござ

いました。6 期生の成長をこれから

も温かく見守っていただけますよう

よろしくお願いいたします。
かずさ　みつたか

看護を提供し、気持ちに寄り添い、

支えることができる」の三つの誓い

を胸に、また先生方、先輩方、家族、

多くの人に支えられていることに感

謝し、仲間とともにこれからさらに

協力し、支えあっていきたいと思い

ます。

　この度は、誓いのセレモニーにご

参加いただき、ありがとうございま

した。　　　　 　    たけざき　まな

近森病院附属看護学校　1 年生担当教員　上総  満高

近森病院附属看護学校　6 期生　竹﨑  雅菜

未来の見えるセレモニー

コロナ禍のなか、
　　みんなで作り上げた誓いのセレモニー

看護のこころを繋ぐ、誓いのセレモニー
▼実行委員の皆さん


