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1979 年に発行された「今日の近森会Ⅱ（分院落
成記

念 )」に掲載された航空写真

12 ／ 30（木）～ 1／ 3（月）は休診です ※近森病院救命救急センターは 24 時間対応いたします。
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ノジギク
歳時記1１月 の

　牧野富太郎先生が

発見、命名したノ

ジギクは野菊の１種

で、本州西部、四国、

九州に分布し、11月か

ら 12月に咲きます。

　ノジギクは強い植物のようで草

木を育てるのがとても下手な私の

もとでも毎年咲いてくれ、咲き終

わりには白かった花びらが赤みを

帯び２度楽しませてくれます。

はやし  よしか
写真も筆者

● 近 森看護学 校通 信 59  ●

初めてのオンライン型オープンキャンパス
近森病院附属看護学校　事務長代理　中山  潤一

近森オルソリハビリテーション病院
４階  看護師　林  良香

　1992 年に新館が完成した後の 25

年間、近森病院は高度急性期病院へ

の基盤整備を着々と行ってきた。

　心臓血管外科を開設し集中治療病

棟の整備を進め、地域医療支援病院

に承認され地域医療連携を徹底、管

理型臨床研修病院となり若い先生方

の育成に努めてきた。なによりも医

師、看護師の業務をコア業務に絞り

込み、病棟常駐型チーム医療を行う

ことで、爆発的に医療の質と労働生

産性を高め、その巨大なパワーで屋

上にヘリポートを有する本館A棟が

完成した。

　これら先生方はじめ全スタッフの

努力の結果として、2011 年救命救急

センターに指定され、高知県の地域

医療を守る最後の砦として「高度急

性期病院の時代」が始まったと言え

る。　　　　　　ちかもり　まさゆき

写真で見る近森の歴史解説 その 3（最終回）

社会医療法人近森会

　　　　　　理事長　近森  正幸
▲「ひろっぱ」282号 1月
（2010年）「年頭所感より」

救命救急センター 2010 年代

　公益財団法人 地域創造基金さなぶ

り様創設の「47 コロナ基金」から支

援金を頂きました。頂いた支援金は、

本館・外来センターに設置してある

自動検温器の購入資金に充てさせて

頂きました。ありがとうございます。

　8月 22日（日）に来校型のオープ

ンキャンパスを予定していましたが、

同時期に県内で新型コロナウィルス

が感染拡大した為、オープンキャン

パスを 9月 5日（日）に延期しまし

た。同日はオンラインでの開催とな

り、本校では初めてのオンライン型

オープンキャンパスを開催しました。

参加者が本校を知る機会となる様、

プログラムは学校紹介や入試ガイダ

ンスだけではなく、教員が実習室か

ら施設紹介の中継をしたり、在校生

が自宅からオンラインで看護学生体

験報告、参加者とのフリートークに

参加する企画をしました。

　画面では参加者が一生懸命にメモ

をとる姿が見られました。
なかやま　じゅんいち

47 都道府県『新型コロナウイルス対策』
地元基金（47 コロナ基金）からの支援金
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生活の質の向上
　近森病院は「命を救う。命をつなぐ」

をキャッチコピーとしていますが、

患者さんのその後を考えた時に、当

院を退院された後の生活の質の向上

を求めるべきだと考えています。当

院ではこれまでも近森リハビリテー

ション病院　和田院長や近森オルソ

リハビリテーション病院　鄭院長の

ご指導のもと、リハビリテーション

部にて急性期リハビリテーションを

行ってきました。この当院における

急性期リハビリテーションをより向

上させ、さらに機能的なものとした

いと考えています。

総合的なリハビリテーションを提供
　入院療養生活に伴い長期臥床や身

体の不活動状態が生じると、筋力低

下や認知機能の低下などがおきるこ

とがあります。廃用症候群とよばれ

るこれらの症状を予防するために、

当院では入院直後や手術前からリハ

ビリテーション診断を行い、急性期

治療を担当する診療科の医師や多職

種の医療専門職との連携を図り、栄

養状態を考慮したリハビリテーショ

ン治療、リハビリテーションの内容

に応じた栄養管理を行います。病気

や外傷によって生じた障害に対して

は、病状に応じた可能な限りの機能

の低下予防と回復、栄養状態の改善、

社会復帰を目指した総合的なリハビ

リテーション医療を提供いたします。

実践的なリハビリを求めて
　私は脳血管障害を専門とし、患者

さんの病状や栄養障害の改善が可能

な治療としてリハビリテーションを

認識し学んできました。そして、脳

卒中後の嚥下障害に対する摂食・嚥

下支援チームアプローチにより肺炎

発症予防効果が認められることを示

し、2020 年の摂食嚥下支援加算の

改定の根拠となるエビデンスを構築

しました。このように実践的なリハ

ビリテーションを行なっていく中で

病状の改善などに効果的なリハビリ

テーションのあり方を模索していき

ます。

終わりに
　さらに退院後に患者さんが住み慣

れた地域で安心して生活できるよう、

地域の医療・介護・福祉サービスと

の密な連携を図り支援いたします。
ほそみ　なおひさ

近森病院  リハビリテーション科　部長
　　　　　　  　兼　脳神経内科　部長　細見  直永

生活の質の向上を目指して

リハビリテーション科　部長就任に際して

 　

趣味私の

　何をやっても飽き性な私ですが、

7歳から始めたサッカーだけは未だ

に現役で続けています。そんな中、

FOOTBALL  JUNKIES というランニン

グチームとの出会いがありました。

フットボールなのにランニング？と

思うかもしれませんが、メンバーの

ほとんどが県内のサッカーチームに

所属している事が名前の由来です。

　「走った距離は裏切らない」が座

右の銘の監督が発起人となり、今で

はチームの垣根を超え様々なカテ

ゴリーで活躍するサッカー

好きな平均年齢 40代半ばの

走るおじさん集団と化して

います。最初は体育館の上

の走路を走る程度でしたが、

気付けばロードだけでは飽

き足らずトレイルランまで

と走る事が苦手な私は週末

が憂鬱です。39歳の私です

ら若手の部類

に入ってしま

う年齢層のお陰で、年齢を言い訳に

する事も出来ず苦しんでいます。し

かし良い事もたくさんありました。

ランニングを通しての色々な人との

出会いは自分の人生をより豊かにし

てくれました。山の頂上から見える

景色はそれまでの疲れを吹き飛ばし

てくれますし、何より検診の結果を

見て自分でも驚きました。

　コロナ禍の影響で暫くは集まって

走る事は難しいですが、少しでも早

く収束し、皆で走れることを願って

います。　　  　ほりうち　こうすけ

近森病院  総合心療センター
５階病棟介護福祉士　堀内　航介

FOOTBALL  JUNKIES

▲前列左の某危機管理部災害対策室室長は
　最年長かつ最速ランナーです
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　勤務開始から 1年が過ぎ、外来心

臓リハビリ部門は少しずつではあり

ますが相談症例が増えてきました。

　今後の課題は①地域の心臓リハビ

リを行なっている開業医の先生方と

の連携、②新しい運動療法の導入と

運用方法の策定、③後進の育成を挙

げております。

　コメディカル含め、全員の力を結

集して患者さんの予後改善を目指し

ます。
たけした　まさひろ

　経理課では経理業務、決算業務に

より、病院経営の基礎となる数字を

扱います。正確な経理を行うという

「守りの経理」と、経営判断に必要な

数値を的確に提供するという「攻め

の経理」の両方を意識していきたい

と思います。

　これから厳しい環境が続くことが

予想されますが、病院経営に微力な

がら貢献できるよう精進してまいり

ます。
にしもり　ちかげ

近森病院  循環器内科
科長

竹下  昌宏

総務部　経理課
課長代理
西森  千景

外来心臓リハビリテーション 守りと攻めの経理

乞！熱烈応援 近森病院  施設認定 

オリジナルネックストラップのご紹介

　マスク着用は感染対策

からも絶対の今！！マス

クで表情が隠れると、相

手への思いが伝わりにく

くなります。

　そこで、５つのポイン

トを意識することで、印

象良く、円滑なコミュニ

ケーションが取れるよう

になる「かきくけこ」を

ご紹介いたします。

～患者サービス向上ワーキンググループ～
マスク越しのコミュニケーション知ってる？！
５つのポイント！！「かきくけこ」

▲デザインの前野さん、発注調整の
◀管理部長も愛用　　　　　森本さん

　オリジナルネックストラップを企画課と施設
用度課で作成しました。
　管理棟 2階倉庫にあります。必要な方はどう
ぞお使いください。

▲日本脳神経外傷学会研修施設

▲日本循環器学会経皮的僧帽弁
　接合不全修復システム実施施設

▲日本集中治療医学会専門医研修施設
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　この研究は、高齢の関節リウマチの患者さんにしばしば

合併し、全身の筋肉の衰えが進行し、転倒や寝たきりのリ

スクの増加を生じるサルコペニアについて検討したもので

す。サルコペニアは骨格筋量の測定が必要であることから

地域の診療所や病院では診断が困難なことがありますが、

当科ではエコーによる骨格筋の評価（骨格筋の面積および

エコー輝度）により高い精度でサルコペニアの診断が可能

であることを、世界に先駆けて報告しました。現在、本論

文はModern Rheumatology 誌のmost read article（最も購

読された論文）にランクされており、幸いにも多く人の注

目を集めることが出来ました。

　実臨床への本格的な導入にはまだいくつかのハードルが

ありますが、簡便なエコー検査により外来でサルコペニア

を診断できることは大きな意義があり、関節リ

ウマチの患者さんの診療の質を改善することに

つながると信じています。

　月間Medical Technology 別冊では、エコー検査によ

る末梢神経 · 筋の評価について特集が組まれ、私は骨

格筋のエコー検査について執筆しました。総論と各論

からなり、各論は症例を基に、各疾患の概説とエコー

所見について解説をしております。骨格筋のエコー検

査は様々な神経筋疾患の診断および評価に有用であり、

特に、当科では四国の複数の

施設と共同で、炎症性筋疾患

（筋炎）に対し積極的にエコー

検査を用いて評価を行ってお

ります。

　今後も新しい技術を取り入

れながら、患者さんに最良の

医療を提供できるように努力

を続けていきたいと存じます。
よしだ　たけし論文はこちらから▶

特に

施設

検査

Ultrasound assessment of sarcopenia in patients 
with rheumatoid arthritis
Modern Rheumatology（日本リウマチ学会の英文誌）

月間Medical Technology別冊超音波エキスパート20
神経筋疾患の超音波検査　これから学ぶ人の
ために，実臨床での実践をふまえて

近森病院　リウマチ・膠原病内科　科長　吉田  剛

◇世界に先駆けた英語論文発表 !（左）
～超音波画像による、リウマチ患者さんに対するサルコペニア高精度診断～

◇神経筋疾患の超音波検査　教材執筆のご紹介（右）

吉田科長の業績報告

　春野の山々やハビリの中庭の樹木

が黄色く色づきはじめ、秋の深まり

を感じる 10月に提灯（ちょうちん）

アートのイベントを開催しました。

古くはろうそくを灯して使う照明器

具であった提灯。現代ではお盆や神

社の御神灯、高知では飲食店の赤提

灯や夏祭りなどで馴染みがあります

が、今回はデザインを通してその人

らしさを表現することをファミーユ

高知の各事業のご利用者と職員で楽

しみました。

　今年のアート展のテーマは「明日

につながる　こころの灯」。真っ白な

提灯に自由な画材で思い思いの気持

ちを込めて作った提灯は、この世に

一つだけの個性的なデザインばかり

でした。

　夕暮れになるとライトアップされ

る 84 個のオレンジ色のゆらゆらと

揺れる光は幻想的な雰囲気で、作っ

た方の気持ちやこころを優しく表現

していました。
しまさき　よしひろ

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

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こころの灯（とも
しび）提灯アート展

執筆協力投稿論文

掲  載  誌
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演題名 「心原性ショック合併急性広範前壁心筋梗塞に対する Impella 挿入時に
　　　　心室細動をきたしVA-ECMO挿入を要した 1例」
学会名 第 27回日本心臓血管外科インターベンション治療学会（CVIT）中国四国地方会

おめでとう !  中国四国代表として全国学会へ推薦されました！

Young Investigator’s Award (YIA)　受賞

全国の舞台へ

導入時に注意すべき合併症について

議論させていただきました。

　この受賞により、来年 7月に横浜

で開催される総会へ中四国代表とし

て推薦頂きましたので、全国の舞台

でも堂々と発表できるよう準備して

参ります。
なかやま　ひろき

2021 年 9 月 5日　学会受賞報告

近森病院  循環器内科
中山  拓紀

　セラピストのマネジメント情報サ

イト「セラピストリーダーズアカデ

ミー」のホームページに座談会が掲

載されました。

　管理職として軸にしていること

や、セラピストの育成など、盛りだ

くさんで、前編後編にわかれていま

す。ぜひご覧ください。

3 病院（本院・リハ病院・オルソ病院）
理学療法科  科長　座談会

セラピストリーダーズ
アカデミー▶

初期研修医　谷垣内  ひろか

　こんにちは、初期研修医 1年目

の谷垣内ひろかです。珍しい苗字

とよく言われますが、高知ではな

く和歌山県出身です。大学から高

知に来ました。

　消化器内科からスタートした研

修も、早くも半年が経過しました。

入職当初に比べると少しずつでき

ることも増えていると感じる一方

で、まだまだできていないことが

たくさんあり、自分の力不足を感

じることも多くあります。その中

で、上級医の先生方やスタッフの

方々に様々な御指導をいただき、

日々感謝しております。

　休みの日には、大学時代からお

世話になっている飲食店で栄養満

点のごはんをいただき、リフレッ

シュしています。高知の食材は本

当においしくて、高知って本当に

良いところだなと実感しておりま

す。また、コロナ禍で大変なこと

も多いはずですが、私の生活を気

にしてくださり、本当に高知の方

は心温かいと再度実感しました。

高知に貢献できるようにこれから

もがんばりたいと思います。
たにがいと　ひろか

ハッスル研修医

高知の生活

　診療現場では 1回しか使用できない備品が

たくさんあります（単回使用の医療機器）。資

源を大切にすることやコスト削減などを目的

とし、使用済みの単回使用品を回収してメー

カーにて再製造してもらう取り組みを始めま

した。

　まずは指定された心臓用カテーテルにおい

て 9月 6日から開始しています。

（厚労省の通知に則り実施しています。詳しく

は厚労省のホームページを参照ください）

医療の消耗品を再利用するための取り組みを開始

◀左から前田秀博科長（本院）、高芝潤科
長（リハ病院）、塩田直隆科長（オルソ病院）

　この度、9月 5日にWEB開催され

ました第 27 回日本心血管インター

ベンション治療学会中国四国地方会

において、上記演題で症例発表を行

い、YIA を受賞させていただきまし

た。

　今回は、近年 Impella の有用性が

益々示されている中で、改めてその

　10 月 6 日（水）に、献血キャンペー
ンを実施しました。63名の方にご協力い
ただきました。ありがとうございます。
次回は 3月に予定しています。

ありがとうございました。

献血キャンペーン
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　当院で看護師特定行為研修が開講

され、早 6 年が経過しました。6 年

間で院内外を合わせて 48 名の修了

生を輩出しております。それぞれが

自施設にて活動するにあたって悩み

や問題点などを多数抱えていること

　本年度、臨床現場のニーズがより

強い「集中治療領域パッケージ」・「外

科系基本領域パッケージ」を追加開

講しました。6 月から 9 月まで「共

通科目」をｅラーニングで学び、10 

が、修了生との交流の中でみえてき

ました。

　そこで、特定行為研修修了後のア

フターケアとして情報交換会で悩み

や課題を共有したり、スキルアップ

のための症例検討会等を行っていく

必要があると考え、本年度はフォ

月 1 日より「区分別科目」が開始、

模擬授業やｅラーニングを中心に授

業を行っています。

　新型コロナウイルス感染症蔓延の

ため一時期実習開始も危ぶまれてい

ましたが、感染対

策をとりながら、

ローアップ研修の回数を増やし、開

催していくことにしました。直近の

9 月 26 日（日）に開催した修了生と

の情報交換会では、ＪＡ高知病院、

岡村病院、県立あき総合病院、くぼ

かわ病院、坂出市立病院の修了生が

Zoom で参加し、非常に有意義な会

となりました。

　今後も引き続き情報交換会を含め

たフォローアップを行い、県内外の

特定行為推進のため活動していきた

いと考えております。
やまわき　ひさお

何とか本年度も予定通り実習に臨め

そうです。栄養コース

から順次実習に入り

2022 年 2 月 25 日まで

続きます。

　長期間の実習となり

ますが皆さま方、どう

ぞよろしくお願いいた

します。

特定行為研修指導責任者　　看護師長　山脇  久男

特定行為修了後の、アフターケア充実のために

新たに「集中治療領域パッケージ」・「外科系基本領域パッケージ」
が追加となり2021年度看護師特定行為研修の実習がスタート

№ 受講コース 受講生数
Ⅰ . 栄養コース 4
Ⅱ . 外科系基本コース 3
Ⅲ . 集中治療コース 4
Ⅳ . 救急コース 2

合計 13

看護師特定行為研修よりお知らせ

リモートで人事考課研修開催

　株式会社エイトドア下田静香代表に
よる人事考課応用研修をリモート開催
で行いました。
　例年行っている研修で、コロナ下で
もリモートの形式で 10 月 13、14 日に
4回に分けて行い計 190人の参加があり
ました。

研修生向け

修了者向け
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半年間３名で150件の術中麻酔管理を
　今春、術中麻酔管理パッケージの

特定行為研修を修了し、４月より術

中麻酔管理の業務に携わっています。

主な業務内容は、導入後の麻酔維持、

全身麻酔患者に対しての人工呼吸管

理、輸液投与量の調整、橈骨動脈ラ

イン確保、人工呼吸器からの離脱な

どを行っています。手術室には特定

行為研修を修了した看護師が、私を

含め３名在籍しており、研修修了後

半年間で 150 件の術中麻酔管理を行

い、特定行為を実践しています。

医師から看護師へのタスクシフト
　当院の常勤麻酔科医師は４名在籍

し、非常勤医師とともに月平均 230

症例の麻酔を行っていますが、長時

間の手術や緊急手術への対応で超過

勤務も多く、また当直明けでも帰宅

できない日もある状況です。

　現在、特定行為研修を修了した私

たちが術中麻酔管理を行うことによ

り、医師から看護師へのタスクシフ

トができ、医師の負担の軽減、医師

が医師しか行えない業務に集中でき

るようになったのではないかと感じ

ています。

手術の受け入れがスピーディーに
　また、救命救急センターとして、

手術の受け入れが素

早く対応できるよう

になりました。

　まだまだ未熟では

ありますが、特定看

護師として地域医療

に貢献できるよう、

日々研鑽していきた

いと思います。
よこた　りょう

看護師特定行為研修  術中麻酔管理領域 パッケージ研修　修了者
  　　　　　　　　　　　　　　　　近森病院　手術室　看護師　横田   涼

特定行為の実践～看護師へのタスクシフト～

看護師特定行為研修修了者の活動紹介

▼ Aライン挿入

▲左から、澤田美咲、筆者、中内智大

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

17042人
1,052人
1,013人

12.30日
88.27 %
298.27 %
519件
275件
523件
322件
233件

2021年9月の診療数 電子カルテ管理課

　想像力を膨らませる。「これってな
ぜなんだろう？」と話す周りの声に、
そんな風に考えたことがなかったな、
と思うことがよくある。と同時に、想
像力の豊かさに羨ましさを感じ、自
分もそのような見方ができれば！と、
「？」を探す訓練をしている。いつか
この訓練が身につき、日常が豊かに
なっていると嬉しいなと思い過ごす
日々である。　　コーヒーフレッシュ

編 集 室 通 信
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いと感じたため英会話教室にも通う

ようになりました。

　英会話教室の先生から「留学をし

てみないか」と提案があり、私は高

校を一度中退しており二度目の高校

生活だったため学校を休みたくない

という思いが強く、留学はできない

と思っていたのですが、短期留学の

プランもあると教えていただき高校

卒業後に行くことを決めました。

　高校の卒業式が終わってからすぐ

に空港に向かい、翌日からニュー

ジーランドのオークランドという都

市でホームステイをしながら語学学

校に 1ヶ月間通いました。語学学校

では様々な国から生徒が来ていまし

た。みんなとても優しく接してくれ

たため、すぐに

打ち解けること

ができました。

放課後にはみんなでご飯を食べに

行ったり、バドミントンや卓球など

スポーツを通じて交流を深めること

ができました。

　自然に触れることも好きで、ニュー

ジーランドは映画『ロードオブザリ

ング』の撮影地になった国で、ロケ

地巡りのツアーに参加して自然を堪

能することもできました。

　短期留学を通して自然豊かな

ニュージーランドがとても好きに

なったので近い将来、また行けたら

と思っています。
いぐち　ゆうと

　私は音楽を聴くことが好きで特に

The Beatles が好きです。高校一年生

の時、洋楽の歌詞の意味を知りたい

と思ったことがきっかけとなり、英

語の勉強を始めました。

　定時制の高校に通っていたころ、

休日や仕事と学校の空き時間を利用

して勉強をしていました。勉強をし

ていく中で海外の文化についても興

味が湧いてきて、実際に行ってみた

リレー  エッセイリレー  エッセイ

短期留学を通して
近森病院透析室　臨床工学技士　井口  雄登

近森病院  総合診療科・総合内科

部長　浅羽  宏一

食べることは生きること
　患者さんはバランスの良い食事を

摂るように指導されます。そのバ

ランスの良いとはどういう意味で

しょうか？　例えば、現代医学では、

1600 キロカロリー、炭水化物 60％、

脂質 20％、蛋白質 30％、全てのビ

タミンは不足なく食べなさいとなり、

漢方医学では、出来るだけ全体を食

べなさい（目刺しなら頭も尻尾も）、

植物は根も葉も茎も食べなさい、青、

赤、黒、白、緑、全ての色を食べな

さいとなります。この様に、食べ物

の分析や成分を重視する現代医学に

対して、漢方医学は命を無駄なく活

かすことを重視しています。私は大

学で培養細胞を使った研究をしてい

ました。培養細胞は糖、アミノ酸、

ミネラル、ビタミンをバランス良く

投与しても生きることは出来ません。

これらに加えて動物の血清をいれな

いと生きられないのです。命（細胞）

を繋ぐものは命（動物の血）なのです。

未来のために
　私は個人的に、食事療法としてカ

ロリーや栄養素重視の現代栄養学で

は不十分なので、薬膳の考えを取り

入れた栄養指導が望ましいと考えて

います。私は食医にはなれませんで

したが、若い栄養士の先生方が本を

読んで食医・薬膳に興味を持ち、勉

強したいと思った時に、これらの本

が少しでもお役に立てれば嬉しいな

と考え、本をお譲り致しました。将

来、「糖質 60 ｇ、カロリー 1400 キ

ロカロリーだからご飯は 120 ｇ　豚

肉 100 ｇ」と言った様な数字に支配

された味気ない栄養指導ではなく、

「季節の菜の花に黒豆を添えて、彩を

鮮やかにし、魚は 1匹、丸ごと、命

を余すことなく頂きましょう。」と

言った文学的な栄養指導の出来る栄

養士の先生が「浅羽文庫」を読むこ

とで一人でも誕生すればとても嬉し

いと思っています。

あさば　こういち

浅 羽 文 庫 設 立

食医に憧れて。夢を次へ
第 3 回（最終回）
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　入学して半年、たくさんの講師から看護の勉強を学び、

10月からは病院へ実習に行きます。実習前のこの『誓い

のセレモニー』では、患者さんの「命を護る・支える・

助け合う」という思いを込め、命の象徴となるハートを

両手で支え、その手を絶対に離さない気持ちを持ち、挑

みました。

　新型コロナウイルスの影響で行動の制限や自粛などの

厳しい状況が続き、学校でも 9月の中旬までオンライン

授業となったため、顔を合わせての意見交換や学校での

準備の機会が減りました。しかし、その分各自が自分の

役割を認識し、自発的に動く力を身に付けることが出来

ました。私たち 7期生 41 名は年齢層が広く仲の良いク

ラスで、皆の協力により無事にセレモニーを終えること

ができました。

　今回のセレモニーで、実習に行くための心構えを持つ

ことができ、さらに看護師への想いが強くなりました。「患

者さんの気持ちを理解し、尊重できる」「様々な経験から

技術や知識を身に付け、豊かな感性を育み、成長し続け

られる」というクラス全員の宣誓を心に刻み、精一杯協

力し、仲間と共に歩んでいきたいと思います。これから

も応援よろしくお願いいたします。
こまつ　かの

　10月 1日、7回目を迎える「誓いのセレモニー」を開

催しました。昨年から続く新型コロナウィルス感染症の

影響を受け、例年であれば準備を始めている 9月にオン

ライン授業へと切り替わり、十分な準備時間を取れない

中で取り組みをスタートさせました。

　オンライン期間中にも、「看護のこころ」とは何かにつ

いて各自の意見を出し合い、「思いやり」「誠実」「命を護

る」の 3つのキーワードを導きだしました。これらをコ

ンセプトとし、役員の学生を中心にクラスみんなが協力

し、助け合いながら取り組みました。

　7期生 41 名は、近森会グループからの皆様方と 2・3

年生の前で、どんな看護師を目指すかを宣誓し、クラス

みんなのキャンドルで命をあらわす大きなハートとそれ

を護る手を表現しました。

　クラスの 4分の 1が社会人学生のクラスですが、年齢

幅を感じさせず、互いの長所を尊重し、気遣い合いなが

ら協力する姿を見て、とても頼もしく感じられ、3年後

臨床で活躍する様子が垣間見えた気がしました。

　お忙しい中ご臨席いただきました皆様方、本当にあり

がとうございました。7期生の成長をあたたかく見守っ

ていただけますようよろしくお願いします。
しまもと　めぐみ

近森病院附属看護学校

1年生担当　島本   恵
近森病院附属看護学校

　7期生　小松  加乃

「看護のこころ」とは看護師への想い強く

命を護る・支える・助け合う
近森病院附属看護学校「誓いのセレモニー」

▲宣誓

▲キャンドル

◀実行委員の皆さん

▼参加制限したため保護者向けに同日動画を公開
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11 月から来年 5月まで、B棟 3階にて改修工事をおこ
ないます。
① 11月 6日～翌年 2月 15日

　　仮囲いのため通路幅がかなり狭くなります。
② 2月 26日～ 5月 9日

　　【B5】血管造影室は使用不可となります。
　ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいた
します。（日程は変更になる場合があります）

近森病院本館
B ゾーン 3 階の工事案内

薬剤師不足の状況打破を
　2020 年 9月のインスタグラム初投

稿から 1年を迎えました。

　高知県では病院薬剤師不足が問題

になっており、当院も例外ではあり

ません。そのような状況を打破する

対策の 1つとしてインスタグラムで

の情報発信を始めました。コロナ禍

で見学の機会も少ない薬学生に一人

でも多く、病院での薬剤師業務を知っ

ていただきたいと薬剤部の日々を発

信しています。

薬剤部の日々に大きな反響が
　発信してきた内容は薬剤部の業務

だけでなく「病院薬剤師の家庭菜園」、

「高知で働こう（高知のいいとこ）」、

「一日一善」、「ママさん薬剤師」など、

シリーズ化したものもあります。

　続けていく中で近森や高知の良さ

を再発見することもできました。学

生さんを対象に始めたインスタです

が、他職種の方や保険薬局などの他

施設の方からも「楽しみにしてる！」

と声をかけていただいたり、遠くの

親戚から連絡を受けたり、思わぬ反

響の大きさに驚いています。これま

で約 70 名の方に登場していただき

ましたが、みなさん快く引き受けて

下さり、そのおかげもあってここま

で楽しく続けてくることができまし

た。これからも “ちかやくインスタ ”

をよろしくお願いします！
つつい　ゆか

薬剤部　部長　筒井  由佳愛溢れる“ちかやくインスタ！”

家庭菜園シリーズ

スイーツ男子

▲いいね！No1　　　　  ▼病院実習最終日 ▲ワクチン調整　　　 ▼多職種カンファ

①所属②出身地③最終出身校④趣味などニューフェイス

冨士田崇子 小松 優香 松岡 渓太

ふじた　たかこ　①循環
器内科医師②広島県尾道

市③高知大学④ 1年ぶり

にかえってきました。1

年の間に変わった病棟の

配置とスタッフの皆さん

の顔と名前をはやく覚え

たいと思います！

こまつ　ゆか　①消化器
外科医師②大阪③高知大

学④半年間大学で勉強さ

せて頂き帰ってまいりま

した。

まつおか　けいた　①脳
神経外科医師②高知県③

高知大学④あき総合病院

から赴任してまいりまし

た。電子機器等を趣味と

しております。

follow me!

▲通路幅がかなり狭くなります

ご
協
力
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

集中治療室で働く薬剤師




