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　今回、近森病院の本館と北館の病

棟機能の再編成を 4 月から行うこと

になった。

将来の診療機能の集約化を考え

　将来の近森病院の診療機能の集約

化を考え、本館は手術や処置、検査

を行う超急性期の患者および急性期

重症患者の病棟となり、北館は急性

期ではあるが栄養サポートやリハビ

リ中心の安定期の患者の病棟となる。

　具体的には図の如く、本館は ICU、

救命救急、HCU、SCU の重症病棟及

び 5B、5C の高度急性期病棟はその

ままで、7A 病棟に整形外科、6A 病

棟に血液内科、呼吸器内科、形成外科、

6B 病棟に脳神経内科、脳神経外科、

6C 病棟に消化器内科が移動し全館超

急性期の病棟になる。北館も北 2 病

棟の重介護病棟、北 4 病棟の地域包

括ケア病棟はそのままで、北 3 病棟

は内科系安定期、北 5・6 病棟は整

形外科中心の外科系安定期の病棟に

なる。それとともに外来心臓リハビ

リ訓練室が総合心療センター 2 階に

拡充され移転するとともに、リハビ

リが必要な患者にはそれぞれ 6 カ所

のリハビリ訓練室が整備される。

本館は生命を守る医療、
北館は在宅復帰を推進する医療

　この病棟再編成で本館は超急性期

で「生命を守る医療」、北館は安定期

で「在宅復帰を推進する医療」とそ

れぞれの医療機能が分離され、それ

に専念することで医師、看護師はじ

め多職種の業務の飛躍的な効率化が

図られるとともに、本館、北館間の

患者搬送業務が著しく削減されると

考えている。
ちかもり　まさゆき

近森病院（本館、北館）の
　　　　　　病棟機能の再編成について

近森病院　院長　近森  正幸

リ
ハ
室

 ６Ｂ病棟（急性期）
 　脳神経内科　脳神経外科

倉
庫

厨房 作業療法室 会議室

リ
ハ
室

リ
ハ
室

精神科デイケア
［メンタル］

外来心臓リハ
訓練室

受付／医療相談室
精神科一般外来

心理室／ストレス外来
／薬局

本館Aゾーン

リハビリ訓練室

　　８Ａ病棟（急性期）
 　　　消化器外科　泌尿器科 本館Bゾーン 本館Cゾーン 総合心療センター
　　７Ａ病棟（急性期）
 　　　整形外科

厨房 透析室
リハビリ訓練室

北館入院リハ／整形外科 外来リハ
精神科デイケア［パティオ］

北館

　　６Ａ病棟（急性期）
　　　血液内科　呼吸器内科
　　　形成外科

　 ６Ｃ病棟（急性期）
　　消化器内科

 　　　　ＨＣＵ
　５Ｂ病棟 （高度急性期）
　　循環器内科　心臓血管外科
　　呼吸器外科

　 ５Ｃ病棟（高度急性期）
　　循環器内科　心臓血管外科
　　呼吸器外科

メンタル５階病棟

ＩＣＵ 救命救急病棟 　　　　ＳＣＵ 　 北４病棟（地域包括ケア） メンタル４階病棟

生理検査
中央採血

画像診断センター
血管造影／X線ＴＶ

内視鏡センター 　 北３病棟（内科系安定期）

手術室 手術室 手術室 　  北２病棟（重介護）

救急外来（ＥＲ）
入退院センター

一般撮影／ＣＴ／ＭＲＩ
総合受付／会計

薬局／医療相談窓口／売店
受付／医療相談室

生理検査／画像診断部
玄関ホール／EVホール

北５・６病棟

（外科系安定期・整形外科） 

近森病院（本館、北館）　病棟機能再編成
赤字：変更した病棟
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杏
歳 時 記3 月 の

近森リハビリテーション病院
4 階病棟東   看護師

　川口  ゆりあ
　初夏にオレンジ色の実を付け

る杏。その花は、桜より一足先に

春の訪れを告げてくれます。

　長野県にある杏の名所では毎年大規模な花見

イベントが催されるとか。同じ時間に咲く杏、

桜、梅はどれもバラ科の植物でよく似ています

が、花びらの形

や葉の出方など

に違いがありま

す。見かけたら

是非、見比べて

楽しんでみて下

さい。
かわぐち　ゆりあ

◦ 近森看護学校通信 51 ◦

　看護学校図書室に近森正昭先生のコーナー（文庫）を創りま

した。近森正昭先生は在職中、ご自分の部屋に置く数千冊に及

ぶ本を読まれ、論理的な基盤の下で近森病院の医療実践、経営

等に大きな貢献をしていただきました。

　先生の蔵書は医学のみならず哲学、心理学、経営管理、福

祉、看護と、多方面にわたり圧倒されるほどの多さです。その

一部を看護学校に寄贈していただき文庫として開設いたしまし

た。学生をはじめ多く

の方々に先生の書物に

触れていただき、知識

や経験の源としていた

だきたいと思います。

　ありがとうございま

した。
おはら　きみこ

近森正昭先生文庫の開設（看護学校図書室）

近森病院附属看護学校　副学校長　尾原  喜美子

　1 月 24 日、高知県にて「第 20 回

日本神経理学療法学会サテライトカ

ンファレンス高知」が開催されまし

た。畿央大学 森岡周教授を集会長に、

わたくしも準備委員長として協力さ

せていただきました。

　当初、高知県での対面開催予定が、

コロナ感染拡大により残念ながらオ

ンラインとなりました。しかし、そ

の強みを生かし、北は北海道から南

は沖縄まで 800 名以上に参加いただ

くことができました。

　「注意障害・半側空間無視を有する

脳卒中患者の移動・歩行練習をどう

するか」という開催趣旨のもと、講

演と症例報告が行われ、当院からも

理学療法士 門脇一弘氏が「歩行時の

受動的な注意低下を認めた脳卒中症

例～視覚探索及び状況判断課題の効

果について～」のタイトルで症例報

告を行っています。

　オンライン開催でも、視聴者との

活発なディスカッションを行い、症

例報告についても高評価を頂き、高

知県の臨床能力の高さをお褒めいた

だきました。脳卒中の障害において、

高次脳機能障害の一つである半側空

間無視は、過去 20 年の研究でその

理解が注意ネットワークの障害とさ

れることが定説となりました。さら

に、その病態は複雑多岐にわたって

おり、病態に応じた適切なアプロー

チが求められます。

　この学びから当院でも、注意障害・

半側空間無視に対し、病態分類を明

確にしてアプローチを進めていく方

針です。

たかしば　じゅん

注意障害・半側空間無視を有する
　　　脳卒中患者の移動・歩行練習をどうするか

近森リハビリテーション病院  リハビリテーション部
　　　　　　　　理学療法士　科長　高芝   潤

2021 年 1 月 24 日第 20 回日本神経理学療法学会　サテライトカンファレンス高知
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初期研修医　山口  宗祥

　 昨 年 4 月 に 循 環 器 内 科 か ら 始

まった近森病院での初期臨床研修

は、早いもので約 1 年が経とうと

しています。入職当初は右も左も

わからない状態でしたが、たくさ

んの方々からご指導をいただき、

充実した毎日を送ることができて

います。また日々の経験や勉強も

相まって、少しはできることが増

えてきたと思う点も、まだまだ力

不足を感じる点もあります。

　患者さんの診察にあたってはお

一人おひとりに対してそれぞれ問

題点を意識し、診察を行うように

心掛けています。診察の中で学ば

せていただく点も多く、日々勉強

をさせていただいております。ま

た優しい言葉をかけてくださる患

者さんも多く、そのような言葉が

私にとっては励みとなっています。

　来月になれば、新しい 1 年目の

後輩が入職してきます。まだうま

くいかないこともたくさんありま

すが、2 年目としてこれまで以上に

成長できるよう、そして後輩に少

しでも教えてあげることができる

よう、より一層努力して参ります。
やまぐち　ひろよし

ハッスル研修医

問題点を意識して診察を

近森会グループ
献血のお知らせ

　ハラスメントに関する法改正が

2020 年 6 月にあったことを受け、ハ

ラスメント委員会・人材育成委員会

主催で管理職を対象としたハラスメ

ント対策必須研修をオンラインにて

実施しました。

　今回の法改正では、ハラスメント

に関する防止や対策が求められまし

た。その為、研修ではまず定義を学び、

ハラスメントにならないような職場

環境作りと適切な注意・指導のポイ

ントをご指導頂きしました。また近

森会グループでは管理職全員がハラ

スメント窓口になっていることから、

ハラスメントの訴えがあった際の対

応についても確認しました。

　ハラスメントを防止

し、互いに敬意をもった

対等な関係を築くこと

で、風通しのよい良好な

関係性が生み出されま

す。スタッフが安心して

働ける職場環境を整え

ていきたいと思います。 
かわい　かずや

人材育成委員会　委員長

　　　近森病院　副院長　川井  和哉

互いに敬意をもった対等な関係を
ハラスメント対策研修

　この度、畿央大学ニューロリハビ

リテーション研究センター 森岡周教

授のご指導のもと、日本神経理学療

法学会で発表し、奨励賞をいただき

ました。

　初めて Web 開催の学会に参加す

ることとなり戸惑うことも多くあり

ましたが、日々リハ介入する中で困

ることの多い脳卒中患者の疼痛につ

いて向き合い、新たな知見を得、様々

なご意見をいただくことができ、非

常に有意義な時間を過ごすことがで

きました。

　この受賞を励みに、これからも一

層努力して参りたいと思います。
おがさわら　まい

疼痛に真摯に向き合って

近森リハビリテーション病院
　　理学療法科　理学療法士

小笠原   舞

【演題名】
入院脳卒中患者における疼痛の実態
　　―第２報 運動機能および

心理社会的要因に着目して

　第 18 回日本神経理学療法学会学術大会で受賞 2020 年 11 月 28、29 日

3 月 3 日 水曜日
12：30 ～ 17：15

近森病院本館  正面玄関前

●

●講師：株式会社オフィス Kojo 代表取締役 小笠原豊道氏　

400ml
限定
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始まりは冷蔵庫お弁当拝見 91

近森病院  救命救急病棟
看護師　川村  汐織

　社会人になったばかりのとき、私

と妹の部屋に母が小さな冷蔵庫を

持ってきました。

　働き出したのだから食事は自分で

作りなさいと言われ、始まったのが

お弁当づくりでした。やる気が無い

ときもありましたが、

新人のとき、部署の先輩から「毎日

えらいね」と言われるのが嬉しくて

続けていたら今では日課になりまし

た。

　実家から出た今では料理をしない

日はないので、母にはとても感謝し

ています

　かわむら　しおり

　最近、種々の診療ガイドラインが

次々とアップデートされました。今

回は 2020 年 7 月に改訂版が出され

ました大動脈治療ガイドライン作成

にあたり、班長としてまとめ役を務

められた東京医科大学心臓血管外科

主任教授 荻野均先生にご講演をお願

いしました。225 ページもあるガイ

ドラインの要点を約 1 時間半にまと

めてお話し頂きました。

　大動脈疾患は急性発症の場合は死

亡率が 10% と非常に高く、しかも、

救急の現場でも見逃されることが多

い危険な疾患として知られています。

　コロナの影響もあり、今回は全て

の参加者は web での参加となりまし

た。高知県内は幡多から安芸までの

主だった中核病院、また県外は九州、

愛知、四国内からの参加もありまし

た。内科・外科・救急医のみならず、

救急隊やメディカルスタッ

フも参加してくださいまし

た。

　4 月にはガイドラインシ

リーズ 2 として「弁膜症に

ついて」を開催する予定で

す。
いりえ　ひろゆき

　　　近森病院　副院長
心臓血管外科　主任部長　入江  博之

大動脈瘤、大動脈解離診療ガイドライン

　この度 2020 年度の脳神経外科専

門医認定試験に合格し、無事専門医

を取得することができました。今年

はコロナの影響で、例年夏に行われ

ている試験が延期となり 11、12 月

に行われ、会場も一か所ではなく、

複数の個所で行われるなどいろいろ

と対策がされていました。

　試験場が県外であったため、試験

の結果ももちろんですが、万が一コ

ロナに感染したらという不安も感じ

ておりましたが、無事試験にも合格

し、コロナに感染することもなく一

安心できました。

　今後もサブスペシャリティの取得

に向けて日々精進を続けていく所存

です。

　　　　　　　    ほあし　ゆう

コロナ禍での
　　　　専門医認定試験に合格

近森病院  脳神経外科　帆足   裕

日本脳神経外科学会  脳神経外科専門医　取得

高 知 県 医 療 再 生 機 構 補 助 金 講 演 会
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ありがとうございました
　東洋羽毛工業株式会社様からの、寝
袋（１袋）とムートン座布団（2 枚）の
ご寄付、ありがとうございます。

趣味私の

　早速ですが、根っからのインドア

派人間である自分のほぼ唯一の趣味

はゲームです。今回はゲームの魅力

について書きたいと思います。

　ゲームの魅力の一つ目は、手軽に

自分以外の何かになれる事でしょう

か。ゲームの中では自分は冒険者の

少年になったり、侍になったり猫に

なったり。日常ではなかなか味わえ

ないゲームならではの刺激的な経験

をすることが出来ます。

　二つ目の魅力は自分のプレイに

よってストーリーに干渉、影響を

与えられることでしょうか。近年

のゲームは技術の向上もありまさ

に「遊べる映画」といっても過言で

はないほどストーリーや演出にこだ

わったゲームも多くなってきていま

す。自分は映画を見るのも好きな方

なのですが、視聴者として観るだけ

ではなく自分でプレイすることで、

より物語に感情移入できると思って

います。

　三つ目はコミュニケーションツー

ルとしての魅力です。現在の世界情

勢からしても気軽に外出することは

難しい状況ですが、ゲームならば遠

く離れた人たちとも集まって一緒に

遊ぶことが可能です。

　このような状況だからこそ貴重な

人とのつながりを感じられるツール

の一つとして今までゲームに興味

が無かった方も始めてみてはどうで

しょうか。
いのうえ　たくみ

近森病院  透析室
　  臨床工学技士　井上   巧

部屋とゲームと私

そると近森会
保育室

ご支援、ありがとうございました
　保育室へ高知市から不織布
マスク、厚生労働省から使い
捨て手袋、マスクをご支援い
ただきました。

近森病院  麻酔科
主任部長　小坂   誠

　メインテーマ 24 時間 365 日救命

に沿って、全ての緊急手術へ対応し

ます。整形外科、消化器外科、脳神

経外科、心臓血管外科など色々な緊

急手術が有りますが、麻酔科医は全

員ベテランなので問題ないです。超

音波ガイド下神経ブロックによる鎮

痛、Fast Track Method での術後早期

回復を行っています。
こさか　まこと

私のスタンス

近森病院麻酔科
　部長　杉本  健太郎

　インターネットやコロナウイルス

が登場し、新しい薬や器械もどんど

ん登場し、変化が激しい時代になっ

ています。そもそも、歴史は変化の

連続のような気もします。新しいこ

とを取り入れたりして状況が変わる

ことに順応しながら、自分自身もい

い方向に変わっていければいいなと

思っています。
すぎもと　けんたろう

変   化
乞！熱烈応援節分
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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

15,601 人
1,006 人

900 人

13.84 日
91.23 %

328.51 %
512 件
313 件
399 件
284 件
215 件

2021 年 1 月の診療数  電子カルテ管理課

編 集 室 通 信
　人生で初めてペット（猫♂ 5 才）と

の同居が始まりました。気づいたら運

動会、真夜中に突如始まる耳元での爪

とぎ。ですが、あの毛っけと柔らかな

体の感触には抗えません。触りすぎて

嚙まれようと引っかかれようと、私は

諦めません。「怒るコンマ何秒前に手

を引っ込める」、その技術を体得すべ

く、今日も彼に挑みます。　　　（須）

第113 回職員対象

チカモリ・シネマクラブ

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

人 の 動 き 敬称略

お め で と う

2021 年 1 月の出張件数
◇件数…2 件　◇延べ人数…4 名

ひろっぱ隊の「ご近所お弁当リレー！」

駒鳥
　リハ病院の西隣に位置する駒鳥さん。窪川 ( 現四万十町 ) で生まれ愛されてき
た中華そばです。近森スタッフにもファンがいて、麵とよく絡む濃い目のスープ
は、油分が少なく一気に食べきります。ノスタルジッ
クあふれる一杯をぜひご自宅でもご賞味ください。

【テイクアウトメニュー】
　中華そば ( 並 ) １人前 630 円税込

【ご注文】
　電話予約は営業日の 9：00 ～ 14：00
　1 日 10 食限定ですが、前日までに予約
　を頂ければご準備いたします。

【営業時間】
　11:00 ～ 14:00
　日曜定休 ( 祝日の場合は翌日 )
　お受け取り時間等、ご希望がありましたら
　ご相談ください。

TEL088-802-5539　高知市廿代町 2-17中華そば

　現在、一カ所に人を集めた会場
での開催はコロナ感染対策上中止
しておりますが、今回、高知銀行
様よりオンライン開催を申込み頂
きましたので実施しました。

ひろっぱ講座をオンライン開催＠高知銀行様
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り）近年は決まったメンバーで 5、6

人ですが、全員が結婚し子供もいる

中で、家族をおいてもこのメンバー

は毎年大晦日には我が家に集まりま

す。中学時代のソフトボール仲間や

親友達です。それぞれ別々の土地で

仕事や家庭を持っていても、20 年間

変わらない絆で結ばれている素晴ら

しい仲間達です。

　今年はコロナの影響等で残念な

が ら 集 合 は 出 来

ませんでしたが、

そ れ で も カ ウ ン

トダウンが近づくといつものメン

バーが各家庭から（今年は家族と共

に）グループラインビデオ電話でに

ぎやかなカウントダウンを行ってい

ました。男同士でありながらこれだ

け長く続く仲間達の絆はいったい何

なのかと、毎年うらやましくもあり、

微笑ましい新年の出発で

す。これからも変わらぬ

友情と絆を続けてほしい

と思います。

　昨年末に定年を迎え、

再雇用してもらっている

私にとっては元気の源で

す。　  　   おさき　きみ

　我が家では毎年大晦日に息子とそ

の友人達数人が集まり、料理を囲み、

1 年間のおしゃべりをし、カウント

ダウンが始まります。そして年が明

けると、古いカレンダーの裏に今年

の抱負を書きます。（今やそのカレ

ンダーも 20 枚近く集まっています。

それぞれの年代の成長が垣間見えま

す）皆が泊まり、朝は恒例のお雑煮

を食べて解散です。これは、中学校

の同級生だった息子

たちが高校生になり

離れ離れになった時

か ら、 大 学、 社 会 人

になった今迄 20 年余

り続いています。

　最初は 10 人位いま

したが（男の子ばか

リレー  エッセイ

我が家の大晦日
看護人事部　部長　尾﨑  貴美

「ありがとう」あなたからの を伝える運動 結果報告 vol.2

四国管財 筒井ディレクター & 施設管理センター、
施設用度課 宮下課長代理

♥台風対策に土のうを作ってくれたり、防備をしてく
れた方々、本当にありがとうございました。私たちが
安心して臨床業務が行えるのはこうした皆さんのおか
げです。この場をおかりしてお礼申し上げます 。

施設管理センター明神さん、藤本さん
♥いつも困った時にすぐ駆けつけてくださり、大変
助かっております、ありがとうございます。いつも
ご面倒をおかけしておりますが、今後もよろしくお
願いします。
♥厨房の天井を直して頂き有難うございました。

自転車整理の原さん
♥雨の日も風の日も、暑い日も寒い日も、朝早くから自転
車を整理していただき感謝しています！毎日ありがとうご
ざいます。
♥天気が悪い日も朝早くから自転車、傘の整理をして頂き
ありがとうございます。
♥お身体に気をつけてください。
♥毎朝置きやすいように調整して下さってありがとうござ
います。声をかけてもらえるのもうれしいです。
♥ビニール傘、自転車の整理などいつもありがとうござい
ます。みんなが少しでもマナー良く使ってくれるといいと
思います。
♥いつも朝早くから自転車整理、ありがとうございます。
♥いつもありがとうございます。雨が降った時、屋根のあ
る所に自転車を移動させて下さったり、出しやすいように
手伝って下さり感謝しています。

診療現場のみなさまへ
こちらこそいつもご尽力いただきありがとうございます。
これからもより良いサポートができるようにつとめます。

一同

右から 2 人目が原さん

多くの方々に協力して頂きました。みなさんありがとう！




