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が全体の 88％を占め、他は心室頻拍
8 例、頻発する心室期外収縮 5 例、心
房細動（熊谷浩一郎先生招聘時）2 例
でした。患者さんの年齢は 20 歳から
91 歳の高齢者にまで広く分布してい
ました。全症例では 96％の急性期成
功率でしたが、再発などのために 2 回
目の RFCA を 7 例に行っています。心
房粗動では、合併する心房細動の治療
のために 11 例で抗不整脈薬を継続（ハ
イブリッド治療）していますが、その

多くで心房細動の管
理が楽になっていま
す。 な お、RFCA 施
術 時 の 合 併 症 で す
が、術後に動脈性内
出血のために軟部組
織に大きな血腫がで
き た 高 齢 者 1 名 を
除くと、事故もなく
問題になるような合
併症もありませんで

した。

まとめ
　当科ではひとつのチームでいつもの
スタッフが一丸となって治療していま
すので、手際もよく、全国的にも恥ず
かしくない成績を出していると自負し
ています。
　こうしたことは直接関係する多職種
の職員のみならず、院内外で関わるた
くさんの職員や関係者の協力があって
こそできることですし、近森病院とし
ての支援、高知大学の協力、また、患
者さんをご紹介いただいている多くの
先生方のご支援があってのことです。
この機会に心から御礼申し上げ、さ
らなるご協力ご支援をお願いいたしま
す。

く、侵襲的治療の中では事故や合併症
発生が稀なことから、近年広く行なわ
れている治療法です。日本不整脈学会
が 2008 年から症例登録と追跡調査を
開始していますが、昨年末時点での
2008 年と 2009 年の 2 年間の合計登
録症例数は 5,772 例（初回例のみ）で、
合計登録施設数は 217 施設でした。

RFCA の実際と治療成績
　報告会では、まず北村聡子先生（高
知大学総合診療部、当科非常勤医師）

が RFCA について解説しました。動画
を含む多くの図を呈示しながら、当科
で治療対象にしている頻拍性不整脈

（発作性上室頻拍、WPW 症候群、心
房粗動、心房頻拍、持続性あるいは非
持続性心室頻拍、頻発する心室期外収
縮など）の RFCA の実際を判りやすく
話してくれました。近森病院では、昨
年に CARTO-XP システムという心臓
の電気的興奮の拡がり方を解剖学的な
構造と一致させて 3 次元的に表示す
る最新鋭の画像システムを購入しまし
た。さらに難度の高い不整脈の治療も
可能になってきています。
　次いで要

かなめ

致
のりよし

嘉循環器科長が当科の治
療成績を報告しました。対象は WPW
症候群を含む発作性上室頻拍が 50％、
心房粗動・心房頻拍が 38％とこれら

2007 年 5 月から RFCA 本格開始
　今年は桜が早く開花しましたが、お
城の桜が満開近しと報じられた 3 月
19 日の夜、アブレーション 100 例記
念報告会が開かれました。
　当院の循環器科で、頻拍性不整脈に
対する高周波カテー
テルアブレーション
治療（以後 RFCA と
略 し ま す ） を 本 格
的 に 開 始 し た の は
2007 年 5 月でした。
学会出席や祝日等で
できない時もありま
したが、毎週定期的
に行なうことを目標
にして 2007 年には
23 例、2008 年 に は 39 例、2009 年
には 51 例の治療を行ないました。昨
年は 1 日に 2 例というハードな治療
日も時々ありました。

2009 年には 100 症例突破
　そして、2009 年の 10 月には以前
に単発的に行なった症例と合わせて
100 例に到達しました。今回の報告
会の時点では 123 例になっています。
この 100 例という区切りのよい症例
数に達した時に、院内外で直接的間接
的に関係してきた皆さんに感謝の気持
ちを表すと共に、一度治療成績を総括
して報告する機会にしようと企画され
たがこの会です。

RFCA の症例数
　RFCA は不整脈の根治（完全に治す）
を目的にすることが多く、成功率が高

アブレーション100例記念
報告会開催

近森病院循環器科部長　深 谷  眞 彦

中央が筆者の深谷眞彦部長と、発表者の
要致嘉科長、北村聡子先生（高知大学）
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　平成 22 年 3 月 20 日土曜日、近森
会管理棟において厚生労働省精神・障
害保健課の野崎伸一課長補佐により

「精神保健医療福祉の更なる改革に向
けて」をテーマに地域医療講演会が開
かれました。
　講演では精神保健医療福祉のこれま
での取り組みから、現状、精神医療の
体系、入院医療の課題、精神医療の質
の課題、改革の方向性について資料・
統計データを基に分かりやすく講演し
て下さいました。
　統合失調症入院患者が将来推計で
10 年後、５万人減少しその後も減少
し続け、代わって躁うつ病などの気分
障害、アルツハイマー病が増加するな
ど大きく変化してきています。
　精神科医療はマンパワーの充実と医
療水準の向上をはかり、病床の機能分
化と在宅地域ケアサービスを更に充実

精神保健医療福祉の
更なる改革に向けて

第二分院事務長　和田  廣政

第 64 回地域医療講演会報告

させていくことにより「入院医療中心
から地域生活中心へ」という改革の基
本理念を推進していくことが求められ
ていました。

　県内の医療機関・行政関係者など
70 名を超える参加をいただき盛況の
うちに閉会することが出来ました。

後列左から萩原看護師長、川添管理部長、筆者、武田看護師長、
前列左から（社）日本精神科看護技術協会の仲野栄専務理事、講
師の野崎伸一先生、第二分院の明神院長、宮崎副院長

講師の野崎伸一先生

　3 月 26 日 に
20 年 度 研 修 医

修了式が行われました。当院の初期
研修医 3 人が 2 年間の研修を終え、
元気に巣立っていきました。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、そして終了間際の自信
に満ちた顔を思い出し、感無量でし
た。当院に残る者、母校に戻る者、
新しい施設に行く者と、選んだ道は
違いますが、それぞれが自分たちの

未来を見つめ決めた道です。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。
　また、4 月から新しく初期研修医
が 4 人、後期研修医が 2 人、仲間に
加わりました。当院は急性期病院、
地域医療支援病院であり、救急疾患
や一般的疾患を多く経験することが
できます。同一疾患のバリエーショ
ンをたくさん経験することで、臨床
医としての能力は飛躍的に伸びま
す。そして、当院の特徴である、チー

ム医療、コメディカルスタッフの
フットワークの軽さと高い能力、急
性期から在宅までのシームレスなケ
ア、地域医療連携などを学ぶことは、
医療人として今後の大きな財産にな
ると思います。
　当院を卒業した研修医の県外での
活躍も耳に入ってきています。全国
での活躍は当院研修の伝統を感じ、
嬉しく励みになります。楽しく有意
義な研修生活になるよう、病院をあ
げてお手伝いしたいと思います。

初期臨床研修医修了式を終え

臨床研修管理委員会委員長
近森病院循環器科主任部長　川井  和哉 左から北村副院長、川井主任部長、初期研修医の濱田

Dr、近澤 Dr、長谷川 Dr、浜重副院長、八木部長

◦診療報酬改定 ◦

　昨今、「医療崩壊」の危険がいわれ
ているが、そのような背景での今回
の診療報酬改定は、重点課題として

「救急医療等の再建」や「医療従事者
の増員に努める医療機関への支援」
などが取り上げられている。
　救急医療を一生懸命頑張り、優秀
なスタッフを集めてチーム医療を行
い、専門性を高めて効率的な医療を
展開している医療機関に、診療報酬
を手厚く配分する改定ともいえる。
これまで近森会グループは救急、リ
ハビリテーション、さらには栄養サ
ポートチームなど多数の専門性の高
いスタッフにより急性期からリハビ
リテーション、社会復帰までの連続
性を持った医療を行ってきたが、今
回の改定でこのような部分でかなり
高い評価をいただけると期待される。
　近森会グループがこれまで行って

きた、医師は医師としての専門性を
発揮するためのチーム医療や、医師
事務の補助体制、さらには看護師の
負担軽減としての看護補助者配置な
どのシステムが、DPC（包括払制度）
のなかで係数となって評価されたり、
亜急性期や回復期でのリハビリテー
ションの更なる評価を受けたことも
嬉しい結果に繋がってきそうである。
　志の高い医師をはじめ医療スタッ
フに現場でいかにやりがいをもって
働いていただくか、そうでなければ
いつ立ち去られるかという危機感を
持って運営にあたってきたことが、
やっと評価され始めたのではないか
と思う。病院にとっての顧客である
職員、国・保険者、患者さん、地域
の方々に対して、常に満足していた
だけるような医療機関であり続ける
よう努力して行きたいと思う。

と私
　近森リハビリテーション病院（以下・
リハ病院）に入院してくる患者さんは
ほとんどが脳卒中。病状が安定してい
るとはいえたくさんの合併症を抱えて
入院して来られる。リハ看護師に求め
られるもの、それは『観察力』。患者
さんの顔を見て、身体に触れて、音を
聴く。医療機器がない分、使えるもの
は全部使って観察する。患者さんと話
し、身体に触れる。
　肺炎のリスクの高い患者さんには胸

部、便秘の患者さんには腹部、嚥下障
害のある患者さんには頸部に聴診器を
当てて音を聴く。地味かもしれないが
リハ病院の看護は『看る』こと。聴
診器はリハ看護の必需品のひとつであ
る。
　リハ病院の患者さんは、ADL に介助
を必要とする。患者さんの身体に当た
らないように、聴診器を床頭台の上に

置き移乗介助を行う。で、そのまま忘
れて行方不明。必需品のはずなのに、
度々行方不明になる私の聴診器。
　リハ看護歴 13 年、聴診器を探しま
わる日々。置き去りにされたラベン
ダー色の聴診器を見かけた方はご連絡
ください（笑）。

近森リハビリテーション病院
3 階東病棟看護師長　中越  由紀

ホントに必需品？

　右も左も分からない
ままスタートを切った
2 年前。電子カルテの
記載一つ、指示の一つ
もろくにできないまま
病棟をドキドキ、ビク
ビクしながら仕事らしきことを日々繰
り返していたあの頃。カルテは人の記
事を参考にしつつまるでコピーをした
かのような記事を書き連ねていたあの
頃。初めて夜中に病棟の患者さんのこ
とで呼び出され何事もないようにと必
死で祈りながら走って病院までかけつ
けたあの日。
　焦って早口になりながら挙動不審に
初診の患者さんの問診をとり、震える
手で診察をした初外来のあの日。
　どんな患者さんが来るのか不安で
しょうがなく、そんなに忙しくなかっ
たのに一睡もできなかった初当直のあ
の日。
　重症の患者さんを担当し夢にまでで
てきたあの頃。助けられなかったあの
とき。ご遺族が号泣しているのをみて
いたあのとき。
　不安と後悔とくやしさが混じり身動
きがとれず、それでも頑張ろうと思っ
たあの頃。
　調子いいですよといわれたあの日。

ありがとうといわれたあのとき。
　なんだか明日もがんばれそうな気が
したあの日。
　いろいろとあっていろんな人に迷惑
をかけてきましたけどこれからもよろ
しくお願いします。

　この二年間でお世
話になった皆様方に
は何とお礼を申し上
げたらいいでしょう
か。本当にありがと
うございました。医
療行為を行う環境、楽しい生活を送る
環境に恵まれた日々だったと思いま
す。自分が生まれた場所で勉強させて
いただけたことは何より幸せでした。
　私はまだまだ未熟であり、これから
無限にやるべきことがあります。これ
までに得た経験を大切にしながら、精
進していこうと思います。
　誰かの力になれる日を夢見て、胸を
張って再びお目にかかる日を夢見て。
 気が済むまで行ってきます。

　2 年間本当にお世話に
なりました。期待と不
安に胸をふくらませて
近 森 病 院 に 入 職 し た 2
年前が、昨日のことの
ように思い出されます。
2 年間を振り返りますと、初期研修医
3 人の中では、喜怒哀楽が最も激しかっ
た研修医だったと思います。本当にか
わいがっていただき、ありがとうござ
いました。
　近森病院では、学生の頃には知り得
なかった、臨床の厳しさや技術面、診
断をつけることの難しさや検査の意
義、I.C. の仕方、コメディカルとの関
わり方やチーム医療の重要さなど、た
くさん学びました。期待以上の研修を
させていただき、本当に充実した 2 年
間でした。今後自分が理想とする医師
になるべく、突破しなければならない
課題もたくさん見つかりました。正直、

後悔も少なからず残っております。
　4 月からは高知大学に帰ります。近
森病院に恩返しができるよう、一回り
も二回りも成長したいと思っておりま
す。きっと再び今まで以上に、喜怒哀
楽が激しい生活が始まるんだと思いま
す。しかし、そういう経験をしている
ということは、自分が何かを得ようと
している証拠なんだと信じて、頑張り
ます。本当にありがとうございました。

修了式を迎えて初期研修医のみなさん
あの頃、あの日、僕は…

 ● 長谷川  義仁

行ってきます
 ● 近澤  悠志

お世話になりました
 ● 濱田  佳寿

近森会グループ管理部長　川添　曻

平成 22年度の改定にあたって
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山本憲治
やまもと  けんじ
①近森リハビリテーション
病院医師②高知市③北海道
大学医学部④ 50 歳を越えて
回復期の勉強をさせていた
だきます。何とかがんばり

ます。

山本修
やまもと  しゅう
①心臓血管外科医師②愛媛
県西条市③岡山大学④ポー
ランドに一年半住んでいま
した。素敵な国です。

市川博源
いちかわ  ひろもと
①内科医師②高知県③近畿
大学医学部④最近トレイル
ランニングを始めました（ま
だ一回だけですが）

前田和茂
まえだ  かずしげ
①整形外科医師②香川県坂
出市③近畿大学医学部④趣
味は映画鑑賞、読書、料理
等インドア派です。最近は
自転車を購入したので暇が

あれば高知市内を散策しています。

濱田暁　はまだ  あきら
①麻酔科医師②大阪③高知
医科大学

須賀楓介
すが  ようすけ
①精神科医師②広島県③高
知大学医学部④医師、患者
同盟を築き、問題解決を図
る診療を目指します。趣味
はサックスを吹くことです。

暇な時間にはいつも音楽を聴いてアドリブ
を考えています。

岩永紘征
いわなが  ひろゆき
①形成外科医師（後期研修
医）②大阪市③大阪医科大
学④初めての高知です。早
く馴染めるように努力しま
す。

古川大祐
ふるかわ  だいすけ
①循環器内科医師（後期研
修医）②愛媛県③筑波大学
④今年はできるだけ運動し
たいです。

高平  舞　たかひら  まい
① CCU ②高知市③高知中央高等学校④友
達と遊ぶことが好きです。いつも笑顔でい
れる様な看護師を目指したいです。
森下  智　もりした  とも
① CCU ②高知市③高知県医師会看護専門
学校④趣味はスノーボードですが、昨シー
ズンは受験生でしたので一度も行けません
でした。来シーズンはおもいっきり滑りに
行きたいです。
岡林  正博　おかばやし  まさひろ
① ICU ②香南市③高知県医師会看護専門
学校④趣味はスポーツ全般（特にバドミン
トン、バレー、ボウリング）等が好きです。
冬はスキーやスノーボードにも挑戦してみ
たいです。

田邊  光司　たなべ  こうじ
①３西②高岡郡③土佐看護専門学校④私の
趣味は、釣りとバスケットボールです。分
からない事がたくさんあると思いますが、
全力で努力します。
中川  里奈　なかがわ  りな
①３西②高知市③高知中央高等学校看護学
科④幼少の頃は日本舞踊を習い、高校生の
時からはダンスを習い始めて、とにかく踊
る事の大好きな私は、毎年よさこい祭りで
踊ってます。
中川  綾　なかがわ  あや
①３東②高知市神田③高知県医師会看護専
門学校④高校の時は空手部でインターハイ
にも行き、昨年まで居酒屋でアルバイトを
していたので、力はあると思います。カラ
オケ大好きです。
川村  志保　かわむら  しほ
①３東②高知市③土佐看護専門学校④趣味
は友達と遊んだり、運動する事です。分か
らない事ばかりでご迷惑をおかけします
が、精一杯努力します。

北山  由百香　きたやま　ゆりか
①手術室②高知県南国市③土佐看護専門学
校④長年の夢がやっと叶いました。それと
同時に看護師として、また社会人としての
責任を背負います。素直で、謙虚に看護師
をスタートします。
村田  徹　むらた　とおる
①手術室②高知市春野町③高知県立幡多看
護専門学校④趣味は釣り・ゴルフ・スノー
ボードなどのアウトドアです。仲間を作っ
ていっしょに行きたいです。

真鍋  亜美　まなべ  あみ
①３東・看護補助者②高知
市③黒潮医療専門学校④休
みの日は、気分転換のため
に、友達を誘ってドライブ
にいき過ごしています。こ
れから、仕事をしていく中
で、患者さんの痛みのわか
る看護師になるように努力
していき、一人の人間とし
てこの仕事を通して成長し
ていきたいと思います。

大坪  文花　おおつぼ　あやか
①４西②吾川郡③龍馬看護ふくし専門学校
看護学科④「いつも笑顔で」をモットーに、
何に対しても前向きに精一杯取り組んでい
きたいと思っています。
桒名  千里　くわな  ちさと
①４西②大豊町③岡山医療福祉専門学校④
好きなことは知らない土地を探索すること
です。今は龍馬伝にはまっているので、龍
馬のゆかりの地に行ってみたいです。
坂田  瑛梨花　さかた  えりか
①４東②安芸郡安田町③高知県立高知東高
等学校④趣味は体を動かすことです。その
中でも一番好きな事はバレーボールをする
事で、一番苦手な事はバスケットボールを
する事です。
福山  留美　ふくやま  るみ
①４東②滋賀県③黒潮医療専門学校④動物

（特に猫）が大好きで、実家にはハムスター
５代目がいます。最近は洋画ものにはまっ
てます。海外研修で色々な国に行ってみた
いです。

CCU、ICU、手術室看護部

新館３階、４階病棟看護部

近森オルソリハビリテーション病院看護部
筒井  美智　つつい  みさと
①４階②吾川郡③高知県立高知東高等学校看護専攻科④お
菓子を作るのが好きで休日によく作っています。デザイン
やイラストも得意なので、活かせたら良いと思っています。
都築  香織　つづき  かおり
①６階②高知市③高知県立高知東高等学校④趣味はボーリ
ングをすることです。特に最近は頻繁にボーリングをして
いて、スコアを伸ばしています。

新人の皆さんのコメントは写真の前列向かって左からの順番となっています。数字は
①所属②出身地③最終出身校④家族や趣味のこと、自己アピールなどを示します。

新人紹介

　ほんのりとバジルが香るナンは、カ
レーとの相性ぴったり。ピーマンとト
マトの色が鮮やかなカレーは、炒めた
り煮込む時間が短くても、とろ～り味
わいある仕上がりになります。いつも
とちょっと違ったカレーもたまには良
いかも？ 
材料（1 人分）
　●手作りナン
　　・ 強力粉　　　　　　　90g
　　・すりごま　　　　　　10g
　　・バジル粉　　　　　　  1g
　　・ベーキングパウダー　小さじ 1
　　・マヨネーズ　　　　　大さじ 2
　　・飲むヨーグルト　　　40ml 

　●カレー
　　・ヨーグルト　　　　　100ml
　　・牛乳　　　　　　　　50ml 
　　・濃口醤油　　　　　　大さじ 1/2
　　・カレー粉　　　　　　小さじ 1
　　・水　　　　　　　　　50ml
　　・小麦粉　　　　　　　小さじ 2
　　・唐辛子、ガーリックパウダー、
　　　塩少々

　・豚バラ肉　　　　　　50g
　・ソーセージ　　　　　1 本
　・玉ねぎ　　　　　　　小 1/2 個
　・エリンギ　　　　　　中 1/2 本
　・水煮豆　　　　　　　15 ～ 20g
　・ピーマン　　　　　　小 1 個
　・トマト　　　　　　　小 1/2 個
　・鶏がらスープの素　　適量
　・塩　　　　　　　　　少々
作り方
　手作りナン
①（Ａ）をボールに合わせ、飲むヨー
グルトを少しずつ加えて木べらで混ぜ
る。まとまってきたら、手でよくこねる。
②ボールにラップをして、触れるくら
いのお湯で湯せんにかけて、20 ～ 30
分おく。すこし膨らんできたら、軽く
強力粉をまぶして、丸く広げる。
③油をひいたホットプレートかフライ
パンで、蓋をして両面こんがりと焼く。
　カレー
①ソーセージ、玉ねぎ、エリンギ、ピー

マン、トマトを切り、水煮豆をさっと
洗っておく。
②（B）を鍋にあわせ、①のソーセージ、
豚肉、玉ねぎ、エリンギを混ぜ合わせ
火にかける。
③肉に火が通り、トロミが付いてきた
らピーマンを加え、ピーマンに火が通っ
たら、トマトを加える。
④塩と鶏がらスープの素で味を整える。

Chikamori ★ Kitchen 3

手作りナン・カレー・パリパリサラダ

第 4 回のメニューから

手づくりナンとカレー
第二分院管理栄養士　川崎 麻由

（A）

（B）

　写真は、3 月半ばに院内保育園のお
別れ遠足でイチゴ狩りに行った時のも
のです。
　前夜から主人が張り切ってお弁当作
りに精を出し、娘の好物ばかりを入れ
たのですが、当の娘はお弁当前のイチ
ゴ狩りで大満足をし、この中身はほぼ
私の胃袋に消えることに……。
　それでも家に帰ると真っ先に「お
とーしゃん、おべんといっぱい食べた
きね、おいしかったよ」とお上手を言
い、イチゴのお土産を渡してちゃっか
りお父さんのハートを掴んでました。
恐るべし、二歳児！

父親のハート
を掴む娘

訪問看護ステーション
ラポールちかもり　藤近  利早

　3 月 26 日、アメリカ人医療アメニ
ティデザイナーのジェリィ・フォリー

（Jeri Foley）氏をお迎えして「医療デ
ザインの心理と生理（人間・環境・美）」
について刺激的なスライドを見ながら
の研修会をもちました。
　ことの発端は、毎年職員基本研修

（PS ＝患者満足）でお世話になってい
る江藤かをる氏から、ぜひともヒーリ
ング・インバイアロメント（Healing 
environment）「良好な療養環境は患者
の回復を早める」という考え方でトー
タルなシステムをとりいれているフォ
リーさんのお話を聞いてみませんかと
いうお誘いで企画がされました。
　一言でいうと単なる癒しレベルでは
なく心理的・カウンセリング的なサ
ポートを可能にする建築、外光をでき
るだけ活かした設計、高齢者や障害者
など人間を無意識的に目的地に導く色
彩計画とウェイファインディングデザ
インの標示、案内板、照明などについ
て研究や実績の一端を紹介していただ
きました。高機能な急性期病院がどう
表現されて患者さんにも働く人にもや
さしい空間かできるか、お金を抜きに

新病院建築に向けての講演会
より人間的な

医療福祉空間のために

して、想像する楽しみを味わった時間
でした。　（統括看護部長　梶原和歌）

第 1 回近森病院・
国立病院機構高知病院合同パス大会

「退院調整のパス」
　平成 22 年 5 月 22 日（土）

10：00 ～ 12：30
　高知県ふくし交流プラザにて

第 217 回高知市医師会
生涯教育カンファレンス

「ぜひ知ってもらいたい根治できる不整脈」
　平成 22 年 5 月 27 日（木）

19：00 ～　
　総合あんしんセンター 3 階 大会議室

（高知市民病院跡地）にて

第 13 回公開県民講座
「百聞は一見に如かず！

～健常な臓器と病気の臓器の話」
　平成 22 年 6 月 5 日（土）14：00 ～
　高新 RKC ホールにて

お 知 ら せ
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山下  藍　やました  あい
①臨床検査技師②高知市③高知学園短期大
学④趣味は冷蔵庫の余り物で料理すること
です。明るく、元気に、いつも笑顔で、近
森病院の一員として一生懸命努めたいと思
います。
山中  綾　やまなか  あや
①臨床検査技師②吾川郡いの町長沢③高知
学園短期大学④基本的にインドアで、休日
は DVD 観てます。最近は関ジャニの DVD
三昧です。同じ趣味をお持ちの方、お声を
かけてください！
岡田  大佑　おかだ  だいすけ
①臨床工学技士②高知市比島町③岡山理科
大学④趣味はランニングなど体を動かすこ
とやネットサーフィンなどです。試験勉強
などで運動不足ぎみなので、体を鍛えたい
です。

いです。
新谷  純子　あらや　じゅん
こ
①管理栄養士②北海道③天使大
学④趣味は音楽を聴くことで、
KREVA が好きです。目の前の
ことに集中して、一生懸命頑張
ります。
横川  友美　よこがわ  ともみ
①薬剤師②高知市③徳島文理大
学薬学部④大学時代、軽音楽部
というサークルでバンド活動を
していたこともあり、歌うこと
が好きで、よくカラオケに行き
ます。
上岡  令奈　かみおか  れな

①薬剤師②高知市③同志社女子大学④人と
接することが大好きなので、皆で楽しい企
画や飲み会などを考えたりして、色んな人
と仲良くなりたいです。

濱田  佳穂莉　はまだ  かほり
①管理栄養士②熊本県熊本市③名寄市立大
学④北海道より脱藩して参りました。栄養
界の坂本龍馬を目指します。わかさぎ釣り
しかした事がないので、今度は鰹を釣りた

にしていきたいと思います。
齋藤  友希　さいとう  ともき
①４西・介護福祉士②高知市③高知福祉専
門学校④性格−明るい、趣味−スポーツ、
好きな言葉−日々是好日。
渋谷  綾香　しぶや  あやか
①４東②高知県吾川郡いの町③高知県医師
会看護専門学校④明るく人なつっこい性格
なので、皆さん仲良くして下さい。

が多いです。性格は大人し
いと思いますが、友達から
は明るく賑やかな子とよく
言われます。趣味はこれっ
と い っ た も の は な い け ど、
旅行好き、美味しい物好き
で、いつかは友達や家族み
んなで日本一周、色々な国
へグルメ旅にでたいと思い
ます。又、海外へ行きボラ
ンティアもしたいと思いま
す。
正岡  真衣　まさおか  まい
①５東②北海道③高知県医

師会看護専門学校④幼い頃からピアノを
習っています。お洒落なカフェ巡りが好き
です。
小松  加奈　こまつ  かな
①５東②香南市③高知県医師会看護専門学
校④体はなまりましたが、スポーツが好き
です。中・高時代、吹奏楽をやっていたの
で音楽も大好きです。社会人１年目！たく
さんの人に出会い、多くの事を吸収出来る
１年にしたいと思います！
北代  鯉絵　きただい  りえ
①６西②高知市③高知中央高等学校看護学
科④趣味は、友だちと遊ぶことです。最近
はボーリングをして遊ぶことが多いです。
笑顔で元気いっぱいがんばっていきたいと
思います。
岡村  真由子　おかむら  まゆこ
①６東②高知市③土佐看護専門学校④趣味
はバレーやスカッシュで球技系は大好きで
す。仕事も趣味にも全力投球で頑張ります。

尾﨑  紗也香　おざき  さやか
①５西②和歌山県③高知大学④私は今伊坂
幸太郎にハマッています。会話の内容がお
もしろい所が特に好きです。おもしろい本
やマンガ、映画があれば是非紹介して下さ
い。
田村  紫乃　たむら  しの
①５西②高知市③高知中央高等学校衛生看
護専攻科④話すことが好きなのでどんどん
話しかけて下さい。明るく笑顔で働きます。
池永  利江　いけなが  としえ
①５西②高知市③高知女子大学大学院看護
学研究科老人看護学領域④少々呑兵衛で
す。繁華街の誘惑に負けず真っ直ぐ帰宅す
る事が当面の課題です。好きな休日の過ご
し方は、飼い犬のパグと遊ぶ。寄席やライ
ブに行く事です。
小松  由季　こまつ  ゆき
①５西②高知市③高知中央高等学校④ニッ
クネームは “ こまっちゃん ” と呼ばれる事

新館５階、６階病棟看護部

研修医

第二分院看護部

臨床栄養部、薬剤部

医事課、医療福祉部

近森病院　作業療法科、理学療法科

臨床検査部、臨床工学部

近森リハビリテーション病院看護部

上島  美和子　かみじま  みわこ
①３階・准看護師②高知市③高知県医師会
准看護学院④憧れでもあり、目標としてい
た看護の現場に就くことができる喜びと、
不安や緊張感で今はいっぱいですが、先輩
方にご指導して頂きながら精一杯頑張りま
す。患者さんの訴えに傾聴し、思いやりの
心を持った看護をさせて頂けるよう日々取
り組んで参ります。
植田  美菜　うえだ  みな
①５階②愛媛県伊予市中山町③愛媛県立医
療技術大学④第二分院で精神看護を学ぶこ
とを夢みて愛媛から来ました。愛媛のみか
んはどれもおいしく大好きですが、高知の
文旦も大好きです。
川村  茉由　かわむら  まゆ
①５階②高知県宿毛市③黒潮医療専門学校
④時間があれば映画をみます。今は出来て
ないけど、体を動かすことが大好きなので、
仕事しながら何かスポーツしたいです。

（現在 6 階西病棟での勤務に替わりました）

大野  俊和　おおの  としかず
①２西②高知県吾川郡③香川看護専門学校
④高知の田舎で自然と共に成長してきまし
た。社会人として責任感を持ち、新人らし
く元気いっぱいに仕事に取り組んでいきた
いです。
津野  浩花　つの  ひろか
①２西②高知市③龍馬看護ふくし専門学校
④津野浩花（ひろか）と申します。趣味は
旅行と美味しいお店を探すことです。笑顔
を絶やさず、話しかけやすい看護師を目指
していきたいと思います。
和田  幸恵　わだ  さちえ
①２東②高知県土佐郡③高知中央高等学校
④スポーツが好きで、学生の頃はよくテニ
スをしていました。夏は学校のチームでよ
さこいを踊っていたので、高知の夏が大好
きです。
藤田  育　ふじた  いく
①２東②高岡郡③香川看護専門学校④私が
唯一自慢できることは笑顔です。友達から
も私の笑顔で「癒される」と言ってくれま

す。看護職の仕事がどん
なに忙しく大変でも、患
者さんの前では笑顔を絶
やさず、少しでも癒すこ
とのできる看護師であり
たいです。
宗石  政実　むねいし  
まさみ
①３西・准看護師②高知
市③高知中央高等学校看
護学科専攻科課程④趣味
は バ ド ミ ン ト ン と DVD
を見ることです。あと、
マンガ本を集めることも
趣味の１つです。
中村  あずさ　なかむら  あずさ
①３東②須崎市③高知県立高知東高等学校
看護科看護専攻科④スポーツなど体を動か
すことが好きです。最近の趣味は、友達と
ボウリングに行くことです。
内田  衣美　うちだ  えみ
①４西②高知市③高知中央高等学校④生ま
れも育ちも高知！土佐っ子ってことでよさ
こい大好きです！！笑顔を絶やさない毎日

石井  洋介　いしい  ようすけ
①初期研修医②神奈川県横浜市
③高知大学④国試終了後、座り
過ぎたためか、痔になりました。
何か変な歩き方・座り方をして
いる時は痛い時です。温かい目
で見守って下さい。
山本  亜希　やまもと  あき
①初期研修医②高知市③高知大
学④高知県生まれ高知育ちの土
佐っ子です。音楽を聴いたり、

ビオラ演奏、そして合氣道を愛しています。
最近お酒に弱くなりました。
村岡  朋美　むらおか  ともみ
①初期研修医②高知県土佐市③高知大学④
大学時代は陸上と合氣道に励んでおりまし
た。そこで学んだことを活かしながら、誠
意をもって進んでいきたいと思います。
竹村  光広　たけむら  みつひろ
①初期研修医②高知県土佐山田町③高知大
学医学部医学科④昨年結婚し、３月には長
男も誕生しました。「公」も充実するよう
がんばります。

谷口  良佳　たにぐち  りょうか
①事務②室戸市③穴吹医療カレッジ④休日
は地元に帰って、のんびり過ごすことが私
の癒しです！！
山﨑  春佳　やまさき  はるか
①事務②須崎市③四国医療工学専門学校④
私の癒しは自宅で飼っている豆柴の “ カン
ナ ” です。いつも帰宅すると嬉しそうに出
迎えてくれるカンナに、ついつい甘やかし
てしまう親ばかならぬ犬ばかです。
三浦  有華　みうら  ゆか
①ソーシャルワーカー②四万十町③長崎国
際大学④私の趣味はサプライズです。みん
なの笑顔を見ると、私も幸せになります。
これからもたくさんの人を笑顔にしていき
たいと思います。

西内  有紀　にしうち  ゆき
①ソーシャルワーカー②香美市③美作大学
④一日でも早くみなさんに顔と名前を覚え
てもらえるよう、仕事仲間からも、クライ
アントからも信頼される SW を目指したい
です。

吉松  遥　よしまつ  はるか
①ソーシャルワーカー②高知県吾川郡③高
知県立高知女子大学④のんびりすることと
温泉が大好きです。特に、景色のきれいな
場所や自然がたくさんある場所をのんびり
と散歩することが好きです。

髙木  貴史　たかぎ  たかふみ
①作業療法士②徳島県③徳島健祥会福祉専
門学校④私は高校３年間、競輪競技などを
行う自転車部に所属し、日々努力を重ね、
国体にも出場いたしました。卒業した現在
でも自転車のことが大好きで、趣味として
自転車で旅を行なったりしています。その
飽きない追い求める精神を生かし、これか
ら患者様のために日々勉強し、治療に励ん
でいきたいと思います。
尾﨑  智宏　おざき  ちひろ
①作業療法士②高岡郡四万十町③土佐リハ
ビリテーションカレッジ④趣味…小物・食
器あつめ、好きなもの…セロリ・動物（犬）、
嫌いなもの…うどん・蒸しパン。
矢野  優加　やの  ゆうか
①理学療法士②高知市③川崎医療福祉大学

④ダンスが趣味
なので、仕事の
傍らダンスを出
来れば良いなと
思ってます！！
清水  桃子　し
みず  ももこ
①理学療法士②
南国市③高知医
療学院④私はお
酒を飲むことが
好きです。これ

がきっかけで御猪口やショットグラスを収
集し始めました。次はスポーツを始めたい
です。
門田  渚　かどた  なぎさ
①理学療法士②高知市③高知リハビリテー
ション学院④基本マイペースでよく食べよ
く寝るので、最近歩くことが日課です。早
くスタッフの皆さんの顔と名前を覚えてい
きたいです。
弘田  耕大　ひろた  こうだい
①理学療法士②高知県土佐清水市③土佐リ
ハビリテーションカレッジ④はじめまし
て、４月より近森病院に勤務する理学療法
士の弘田耕大といいます。院内で見かけた
際は気さくに声をかけて下さい。
松本  治平　まつもと  じへい
①理学療法士②長崎県③高知医療学院④松

本治平と申します。前職で販売員をしてい
たこともあり、人当りが柔らかく温厚な性
格だといわれます。また、昨年からゴルフ

（打ちっぱなし）を始めました。是非お誘
いください。
横田  太郎　よこた  たろう
①理学療法士②高知市③高知医療学院④趣
味は映画・DVD 鑑賞ですが、２・３月で
観すぎた為、今は面白い作品を探していま
す。よい作品があればご紹介下さい。
川竹　正浩　かわたけ　まさひろ
①理学療法士②高知市③履正社医療スポー
ツ専門学校④約 10 年振りに高知に帰って
きました。サーフィンやサイクリングなど、
高知の自然を満喫しながらスポーツを楽し
みたいと思います。
吉田  健太　よしだ  けんた
①理学療法士②四万十市③高知リハビリ
テーション学院④趣味は野球です。笑顔を
絶やさず、患者様からも職員の方からも信
頼される理学療法士を目指します。
田村  幸太郎　たむら  こうたろう
①理学療法士②高知県高知市③高知リハビ
リテーション学院④よく体を動かし、よく
食べ、よく寝ることが好きです。現在新し
い趣味を模索中なので、オススメがあれば
教えて下さい。
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岡崎  茜　おかざき  あかね
①言語聴覚士②安芸市③高知リハビリテー
ション学院④私は好奇心が強く、色々なこ
とに興味があります。知らなかった事をど
んどん吸収して、いい方向に毎日変化して
いきたいです。
和田  裕美　わだ  ひろみ
①言語聴覚士②静岡県浜松市③高知リハビ
リテーション学院④旅が趣味で、陸路で国

境を越える体験を数多くし
ました。今、人生という旅
で新たな国境を越え、未知
の世界へ踏み出す心境です。
小倉  千佳　おぐら  ちか
①言語聴覚士②高知県高知
市③松江総合医療福祉専門
学校④趣味はスキーです。
スキーをしながら眺める雪
山が大好きです。早く仕事
に慣れ、明るく元気に取り
組んでいきたいです。

宮尾  友香　みやお  ゆか
①言語聴覚士②愛媛県③九州保健福祉大学
④高校３年までずっと水泳をしていまし
た。体をうごかすことが好きなので、色々
なことに挑戦できればいいなと思っていま
す。
水田  理恵　みずた  りえ
①言語聴覚士②高知市③高知南高等学校④
明るく人と接する事が好きです。精一杯頑

溝川  由希子　みぞかわ  ゆきこ
①作業療法士②岐阜県土岐市③星城大学④
趣味は紙や布での工作ですが、バレーボー
ルや空手道の経験があります。今は一人暮
しを始めたばかりですので、料理を楽しん
でいます。
林  裕子　はやし  ゆうこ
①作業療法士②高知市③高知リハビリテー
ション学院④旅行が趣味で、国内は色々と
行きました！まだ海外進出したことがない
ので、お金を貯めてグアムやヨーロッパに
行きたいです！
吉川  歩　よしかわ  あゆみ
①作業療法士②高知市③高知リハビリテー
ション学院④私の趣味は自転車、散歩、登
山です。また、最近ではカメラにも興味を
持っています。登山は、小学生の頃からやっ
ており、１つの事をずっと続けてやる性格
ですが、これからは新しい事にも挑戦し、
広い視野を持ちたいと思っています。
信國  達也　のぶくに  たつや
①作業療法士②福岡県福岡市早良区③国際
医療福祉大学福岡リハビリテーション学部
作業療法学科④中学からバスケットをして
います。体力・根性・やる気・行動力には
自信があります。「向上心」を持って毎日
を過ごしていきたいです。
井浦  由基　いうら  ゆうき
①作業療法士②福岡県糟屋郡新宮町③国際
医療福祉大学福岡リハビリテーション学部
作業療法学科④小学校のころからやってい
るバスケットボールをしている時が一番い
きいきしていると友達に言われる、のんび

りしている人間です。
慣れない土地ではあ
りますが、元気にやっ
ていきます。
有働  尚右　うどう  
なおすけ
①作業療法士②熊本
県上益城郡山都町③
学校法人教育ビジネ
ス学園福岡リハビリ
テーション専門学校
④私は小・中学校は
野球を、高校ではハ
ンドボール部に所属
していました。サッ

カーも好きで、時間をみつけては友達と一
緒にサッカーを楽しんでいました。
倉掛  翔　くらかけ  たける
①作業療法士②福岡県③専門学校久留米リ
ハビリテーション学院④私は福岡で中学校
から始めたバレーを社会人でもやっていた
ので、高知県に来ても続けたいと思ってい
ます。また、高知県は自然に恵まれている
ので、サーフィンや川くだりをして高知県
を知っていき、患者様と話題を共有できた
らと思っています。
仁田  憲司　にった  けんじ
①作業療法士②徳島県③徳島健祥会福祉専
門学校④初めまして。徳島から来ました仁
田といいます。カラオケが大好きです。気
軽に声を掛けて下さい。

岡山  文香　おかやま  ふみか
①作業療法士②愛媛県四国中央市③四国中
央医療福祉総合学院④病院・高知の事で知
らないことが沢山ありますが、アンテナを
たて、毎日、新発見・前進できるよう多く
の事を吸収していきたいです。
岡村  香織　おかむら  かおり
①作業療法士②香北町③土佐リハビリテー
ションカレッジ④私は生まれも育ちもアン
パンマンの町、香北町です。この春から一
人暮らしをするので、それに向けて料理の
勉強中です。
水呉  沙織　みずくれ  さおり
①作業療法士②大分県③九州保健福祉大学
④高知県に住むことも、仕事もすることも
初めてなので、不安はありますが、充実し
た日々を過ごせるよう努力してまいりま
す。
荒木  徳子　あらき  のりこ
①作業療法士②佐賀県吉野ヶ里町③専門学
校久留米リハビリテーション学院④私は寝
ること、食べること、話すこと、笑うこと
が大好きです。高知県に引っ越してきてま
だ何日間しかたっていませんが、色々な
方々と話して、笑って、また高知県でおい
しいものを食べて高知県を好きになってい
きたいです。
楠元  陽菜　くすもと  はるな
①作業療法士②長崎県長崎市③専門学校久
留米リハビリテーション学院④私の最近の
趣味は散歩です。高知は知らない所がたく
さんあるので、歩いておいしいお店など探
索していきたいです。
神野  明日香　かんの  あすか
①作業療法士②徳島県③徳島医療福祉専門
学校④ミスチルが大好きです。食べ物はト
リ肉が大好きです。軟式テニスをしていた
ので、是非一緒にやってください！！

張りたいと思います。沢山の事を吸収して
仕事をしていきたいです。

木下  香菜　きのした  かな
①理学療法士②高知市③鹿児島大学④高知
県出身ですが、友人に鹿児島弁に染まって
いると言われます。仕事も頑張りつつ、高
知弁もしっかり勉強し直そうと思っていま
す。
夛田  早織　ただ  さおり
①理学療法士②香川県③国際医療福祉大学
④体を動かすことが大好きです。趣味は小
学校からやっているバスケットボールと、
大学時代に夢中になったスノーボードで
す。
谷  佐希子　たに  さきこ
①理学療法士②鹿児島県鹿屋市③麻生リハ
ビリテーション専門学校④本を読んだり、
絵を描いたりするのが好きです。新しい土
地で心機一転、何事にも全力投球でいきま
す。
合田  昌美　ごうだ  まさみ
①理学療法士②高知市③高知リハビリテー
ション学院④何かとご迷惑をおかけすると
思いますが、切磋琢磨していきたいと考え
ています。よろしくお願いします。
立田  紘子　たてだ  ひろこ
①理学療法士②高知県宿毛市③高知リハビ
リテーション学院④身長 173cm です。趣
味は映画鑑賞・旅行・衝動買いなどです。
お酒も好きです。皆の笑顔が絶えない様な
毎日にしたいです！
中川  由衣　なかがわ  ゆい
①理学療法士②高知市③高知リハビリテー
ション学院④趣味はドライブや映画鑑賞で
す。知識・技術面などで患者様に信頼され
る理学療法士を目指し、日々取り組んでい
きたいです。
小久保  景弘　こくぼ  かげひろ
①理学療法士②愛知県豊橋市湊町 54 番地
③専門学校川崎リハビリテーション学院④
趣味：多趣味で、サッカーをみること・カ
ラオケに行くこと・マンガを読むこと、な
んでも好きです。決意：楽しむことを忘れ
ず、メリハリをつけて働いていきたいと思
います。そして、１人でも多くの患者さん

に再び笑ってもらえるような手助けができ
るようになりたいと思います。

小東  亮介　こひがし  りょうすけ
①理学療法士②兵庫県③岡山県玉野総合医
療専門学校④兵庫県出身で岡山県の専門学
校から来ました小東亮介と言います。昔は
サッカーをしていましたが、今は走るとす
ぐにバテてしまい、試合にならないくらい
です。せっかく縁あって高知に来たので、
目一杯満喫したいと思います。
岡添  祐也　おかぞえ  ゆうや
①理学療法士②高知③高知リハビリテー
ション学院④これから、社会人としての生
活が始まります。責任ある仕事をして、理
想とする PT に近づいていきたいです。
西原  翔平　さいばら  しょうへい
①理学療法士②土佐市③高知リハビリテー
ション学院④特技はバスケットですが、体
を動かす事が大好きです。他のスポーツに
も興味があるので誘ってくれるとうれしい
です。「素敵な笑顔を持っているね」とよ
く言われるので、その笑顔をたくさんの人
に見せられるように頑張りたい。
宮尾  将翔　みやお  まさと
①理学療法士②高知県宿毛市③高知リハビ
リテーション学院④高知リハビリテーショ
ン学院出身、22 歳です。趣味は映画鑑賞、
体を動かすこと。「笑顔」をモットーに心
がけています。
岡村  弘竜　おかむら  ひろたつ
①理学療法士②高知市③土佐リハビリテー
ションカレッジ④趣味：シュノーケリング、
好きな動物：猫、好きなお酒：ビール。

中村  文香　なかむら  あやか
①理学療法士②徳島県③高知医療学院理学
療法科④高知県に来て４年目になります。
私の性格は一言で表すとマイペースです。
趣味は絵葉書、動植物の育成・観察、釣り
です。
黒川  詩織　くろかわ  しおり
①理学療法士②高知市③高知医療学院④春
からの新生活にたくさんの期待と不安があ
りますが、何事にも前向きに全力投球で臨
みたいです。患者様とのコミュニケーショ
ンを大切にこれからも勉学に励みます。
大坪  奈々美　おおつぼ  ななみ
①理学療法士②高知県高知市③高知リハビ

リテーション学院④私の趣味はスポーツ
で、とにかくみんなで楽しむことが大好き
です！明るさが取り柄なので、周りを明る
くさせる存在になりたいです。
上堀  琢　うえほり  たく
①理学療法士②北海道釧路市③土佐リハビ
リテーションカレッジ④北海道から高知へ
出てきて、早４年が経ちました。今ではすっ

かりこの温暖な気候にも慣れ、高知で住み
続けたいと思っています。
岡村  紳司　おかむら  しんじ
①作業療法士②高知県高知市③土佐リハビ
リテーションカレッジ④休みの日には車の
パーツを探して店を巡っています。他にも、
釣りにもよく行きます。最後に、スポーツ
も大好きです。

交 友 録 エ ッ セ イ

　今回、交友録エッセイのお話をい
ただき、近森会との長いご縁を懐か
しく振り返っています。私は岡山県
出身ですが、昭和 61 年 6 月近森会
に入職しました。
　現在の近森会は高知県の医療と看
護をけん引するすばらしい病院です
が、当時はまだ付き添い看護の時代
でしたので、病院の中に生活する付
き添いさん、道路や喫茶店に患者さ
んがいらしたりと（今では考えられ
ないと思いますが）驚いたり、泣い
たり笑ったりしながら「看護を看護
師の手に」、「救急からリハビリテー
ションまで」を合言葉に職員が自ら
と病院の両方の変革に立ち向かって
いました。
　私自身は昭和 62 年から訪問看護
に携わり、会議では「それは看護な
の？」と絶えず多職種で議論しあっ
たことを思い出します。平成 8 年に
退職し、子育て中に臓器移植コーディ

ネーターを拝命し、平成 11 年高知
赤十字病院での日本初脳死下臓器提
供に関わりましたが、看護観や死生
観を問いなおしたいと大学で家族看
護を学び、遠回りしましたが訪問看
護に復帰しました。
　現在は市内から室戸まで訪問看護
に走りまわる日々ですが、ステー
ション管理をするようになって改め
て自分の看護にちかもりの風（精神）
を感じています。
　あくまで生活を中心とした看護へ
こだわり、24 時間 365 日、生から
死 ( 看取り ) までの看護を目指す、
人を動かすのは人、何事も段取りが
8 割・・と近森で教えられ染みつい
た言葉が今でもあふれてきます。
　これからも近森会のみなさんに刺
激をもらいながら、15 人の看護師、
理学療法士の仲間と心のこもった訪
問看護を続けたいと思っています。

（感謝）

社団法人高知県看護協会
こうち看護協会訪問看護ステーション所長

森下  幸子

ちかもりの風
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乞！熱烈応援

　地域医療連携室から
の異動となり、4 月より
看護師長として 3 階西
病棟に配属されました。
病 棟 に 戻 っ た 当 初 は、
以前より忙しく慌しく
なっていた病棟の状況
に戸惑いを感じていましたが、少しずつ慣
れてきているところです。
　3 階西病棟は手術や入院、退院の件数も
多いですが、そのような中でも病棟スタッ
フは、いつも明るく元気に仕事をしていま
す。看護師長として私に何ができるのか考
えていますが、入院された患者さんが安心
して治療が受けられ、急性期の治療を終え
られた患者さんが、その人らしい生活が送

　6 年ぶりに相談業
務から看護の現場へ
復帰しました。6 年
前訪問看護に携わっ
ていた時の利用者が
約 2 割 5 分継続利用
されています。どの
利用者も大切な家族
と充実した穏やかな日々を過ごされてい
ます。在宅で療養生活を継続するために
は、利用者様の希望やご家族様の介護力、
訪問看護をはじめとする多職種の協業が
不可欠です。利用者様、ご家族の気持ち
に寄り添いながら住み慣れた地域・家で
安心を届けることができるように支援し
ていきたいと思います。
　また、訪問看護ステーションちかもり
の 18 年間の実績を振り返り、今後の課
題を明確にし、利用者様と地域から真に
必要とされよう、スタッフと共に努力し
ていきたいと思います。

薬剤部　毛利  良子

　これまで、吸入薬の使い方について患
者さんに説明する機会が何度かありまし
た。そこで今回は吸入薬についてお話し
させていただこうと思います。気管支喘
息治療の吸入薬には、発作予防のため定
期的に吸入を行うものと、発作の時に使
用するものがあります。
　発作予防の吸入薬には次のような種類
があり、数種類が一度に処方される場合
があります。
①交感神経にはたらいて気管支を広げる
お薬 ( β刺激薬 )
②副交感神経にはたらいて気管支の収縮
を抑えるお薬 ( 抗コリン薬 )
③炎症を抑えるお薬 ( ステロイド薬 )
では、どういう順番で吸入するとよいの
でしょうか。

特に医師の指示
がなければ、①
→②→③の順に
吸入してくださ
い ( ２種類使用の場合も順番は同じで
す )。始めに①のお薬を吸入して気管支
を広げておくと、次のお薬がより多く行
き渡ると考えられます。吸入の間隔は数
分間おくとよいでしょう。吸入後は口の
中に残ったお薬を洗い流すため、必ずう
がいをしてください。発作の時の吸入薬
は使いすぎると心臓に負担がかかる場合
がありますので、必ず医師の指示通りに
吸入してください。
　処方された吸入薬の種類をもう一度見
直して、より効果的な使い方を身につけ
ましょう。

～身につけよう！
効果的な吸入薬の使い方～

3よき友くすし

　1998 年 4 月 に 循 環
器 専 門 医 と し て 近 森
病 院 に 赴 任 し て、 丸
12 年が経過しました
( 後期研修医として 1
年 間 研 修 も さ せ て 頂
き ま し た )。 そ の 間、
2000 年に心臓血管外
科、2002 年にはハートセンターの開設と、
浜重副院長をはじめとする循環器チームの
成長を間近で体感し、微力ながらこれまで
参画できたことは大変光栄なことだと思っ

　保助看法 ( 保健師助産師看護師法 )
の改正により、新人看護職員の卒後
臨床研修が努力義務化になった。当
グループでは 3 年前から新人教育担
当者を育成している。彼らが中心と
なって、新人看護職員研修に関する
企画・運営を行い、プリセプターへ
の助言、新人看護職員への指導が行
われている。プログラムは厚労省「新
人看護職員研修ガイドライン」に基
づき近森グループの新人として必要
な知識、技術、態度を身につけられ
るものになっている。
　まずは就職時研修として、臨床現
場で実施するケアや基本的な看護師
としての姿勢などを中心に 8 日間の
集合研修を行い、以後は毎月の到達
目標に応じた研修を集合教育で実施
する。点滴静脈注射や輸液ポンプの
研修は、毎年テルモ社協力によりシ
ミュレーション教育を 2 日間かけて
実施しており、今年度は研修医も合
同で開催する。
　1 年後にはケースレポートをまと
め、その成果を発表し当グループの
クリニカルラダー「レベルⅠ」が修
了となる。今後は新人看護職員研修
だけでなくラダーに応じた研修の充
実を図り、看護の質向上を目指した
い。

近森病院教育専従シニア看護師長
川村  久美子

看護の新人教育について

　私の初めての配属は
５ 西 病 棟 で し た。17
年たった今でも、当時
のことをはっきりと覚
えています。ピカピカ
の新館と新しい看護体
制の中、忙しいながらも和気あいあいと、
しかしケジメはしっかり活気あふれる職場
でした。厳しい婦長さんに少し脅えながら、
先輩看護師に助けられ伸び伸び育ててもら
いました。リーダーナースは時々厳しく、
そして優しく的確なアドバイスをくれ、病
棟のムードメーカーでもありました。そん
な先輩たちを目指して、数年。今の私はど
うでしょうか？
　急性期を極めたいとの私の希望どおり、
集中外来系を中心に勤めてきましたが、今
回 13 年ぶりに古巣外科病棟に帰ることに
なり、新たな気持ちでがんばりたいと思っ
ています。私自身主任一年生ですが、常に
優しさを忘れずに、後輩の指導や看護に努
めたいと思います。
　気負わず、あせらず、マイペースで、目
指せグッドスマイル。

た。近森のデータを基に実現したとい
われる NST 加算をはじめとして、チー
ム医療推進のインセンティブとなる改
定が目につきました。看護部も 4 月か
らの新人受け入れと並行して様々な変
化への対応を迫られましたが、その中
でも本院看護部の責任者としていろい
ろと学びの多かったのが、看護補助者
の方の問題でした。
　皆さんもご存じのように、当院では
以前から「アテンダント」「クラーク」、
最近では「ポーター」という職種も増
えて、様々な場面で看護師のサポー
ターとして活躍してくれていました。

 看護部　キラリと光る看護　part2

　2010 年の診療報酬改定は、当院に
とっても大きな変化をもたらしまし

患者さんの
　ひとつひとつの思いに応えたい

近森病院看護部長　久保田  聡美

その取り組みが「看護補助者」という
枠組みで診療報酬でも評価されること
になったのです。必要に迫られ創りあ
げてきたシステムが評価されるのは嬉
しいのですが、いざ届け出となると煩
雑な手続きが増えてしまうのは痛しか
ゆしです。しかし、今回それらの手続
きを通して、看護補助者の皆さんの生
の声を聞く機会に恵まれ、看護部長と
しても数多くの気づきを頂きました。
　「忙しくて患者の思いに充分に応え
られていない」「（雑用に追われ）もっ
とケアをする時間をとりたい」という
声を聴いた時には、正直はっとしまし
た。急性期の忙しさの中で医師の診療
の補助業務を優先しがちな私達看護師
が一番忘れてはならない大切なものを
看護補助者の方に気づかされた思いで
した。そして、そんな熱い思いを持っ
たスタッフを看護部の新しい仲間とし
て迎え 2010 年度のスタートに立てた
ことが何よりうれしい出来事でした。

“ まごころある医療 ” を
循環器科部長　關  秀一

外来看護とチーム医療
放射線科看護部主任   高松  絵里奈

笑顔とやさしさを忘れずに
新館 5 階西病棟看護部主任

筒井  弘美

看護師長就任の抱負
新館 3 階西病棟看護師長   森本  志保

利用者・家族に寄り添う
訪問看護ステーションちかもり所長

（看護部主任）　中西  洋子

作成／診療支援部　山崎啓嗣

　近森病院放射線科で
勤務し、約 3 年になり
ます。今まで病棟勤務
しか携わった事のない
私は、圧倒的に少ない
情報量で患者さんを看
る外来部門の仕事に戸
惑う毎日でした。
　先日、チーム医療についての他施設の発
表を聞きました。「他職種を理解し、それ
ぞれの職種が専門性を発揮し、質を高める

ておりました。私にとってのホームグラン
ドであるこの病院で、4 月 1 日から循環器
科部長を拝命し、その責任の重さを感じな
がら、身が引き締まる思いで日々の診療に
あたっております。患者さんや院内スタッ
フに信頼される “ まごころある医療 ” を提
供し続けることによって、循環器科ひいて
は近森病院に貢献できればと思っておりま
す。皆様には今後共これまで以上の御支援
と御助言を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

事が最終的に患者さんに良い医療を提供で
きる」と。看護師が、看護をするためには
他職種の理解も必要です。そういった環境
を整えていく事で、外来部門の看護の幅は
もっと拡大できるのではないかと思いま
す。
　「向上心」私の好きな言葉のひとつです
が、その気持ちを忘れず、職種の専門性が
発揮できる職場作りに貢献したいと考えて
います。まだまだ力不足ではありますが、
皆様ご指導よろしくお願いいたします。

れるような退院支援していくことやひとり
一人のスタッフがいい看護が提供できるよ
うな病棟の環境づくりをしていくことが課
題かな、と思っています。
　今後も皆様のご協力を頂きながら頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお
願いします。

職員数（グループ全体）

　委託を含む実質的な職
員 規 模 は 約 1,700 人 と な
ります。

　 こ の よ う に 多 く の ス
タッフでチーム医療を展
開し、日々、患者さんを
サポーとしています。

　地域医療支援病院とし
て地域に密着した医療を
展開しています。

　外来患者さんは 1 日平
均（平日）400 人を超えま
す。

　近森病院に入院されて
いる患者さんの平均的な
入院日数は、15 日〜 16 日。

　 年 間 で は 7,500 人 の 方
が退院されています。

　急性期病院として一般
病床 338 床を確保してい
ます。

　常時入院中の患者さん
は、平均で 330 人になり
ます。

　近森病院では、一刻を
争う患者さんの受入れが
多く、手術件数は 1 年間
で 5,000 件 近 く に な っ て
います。これは日曜、祝
日関係なく、1 日あたり約
13 件の手術数です。

　 救 急 告 示 病 院 で あ り、
年間の救急車受入件数は、
約 5,000 件です。

　1 日では、平均 14 台の
救急車（急患）を受け入
れています。

　院内救急車を 2 台保有、
東西に長い高知県の実情
に合わせた救急応需体制
を確立しています。
（医師同乗での出動実績）
　ドクターカー 74 件

／ ’09 年度

　ご覧の『ひろっぱ』は、
1986 年に創刊され、今年
で誕生 24 年目になります。
1 カ月あたりの発行部数
は、 現 在 3,500 部 に な り
ます。

◦平成 15 年 BHI 賞◦
最優秀賞受賞

　昭和 26 年より医療法人、
昭 和 33 年 よ り 救 急 告 示
病院として急性期医療を
中心に地域医療の一翼を
担ってきました。

　本年 1 月 1 日より公益
性の高い社会医療法人と
してスタートしました。

延べ外来患者数

退院患者数

【近森病院】

【近森病院】

診療年数（昭和 21 年〜）

延べ入院患者数

手術件数

【近森病院】

【近森病院】

ひろっぱ発行部数

救急車搬入件数

院内救急車出動件数

【近森病院】

【近森病院】

1,464 人
（’10 年 4 月現在）

13 万人
（’09 年度）

7,500 人
（’09 年度）

42,000 部
／ 1 年間

4,800 件
（’09 年度）

150 件
（’09 年度）

64 年（’10 年）

12 万人
（’09 年度）

4,700 件
（’09 年度）
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○昇格人事
◆ 3 月 16 日付   平野友紀・臨床工学部技
士長
◆ 4 月 1 日付   關秀一・循環器科部長／
齊藤尚子・看護部シニア看護師長／田村
一恵、小松潤子、山脇寛子、浜口富代、
西内美奈、永野智恵、梅木まき、西森明美、
中越由紀、武市さおり、小松祥子・看護
部看護師長／森本志保・看護部看護師長
心得／岩井千代美、上総文子、田村裕子、
町田清史、長谷川章子、黒岩操、島崎真
弓、田井由紀、中内ひろみ、竹村美栄、
田中理子、中越愛、小松由美子、中川正
樹、岡本真由美、岩越直子・看護部主任
／高松絵里奈、筒井弘美・看護部主任心
得／中西洋子・訪問看護ステーションち
かもり所長（看護部主任心得）／森沢三重、
西内めぐみ、土居英雄、矢野勇介、仲川健・
リハ部作業療法科主任心得
○人事異動
診療部   
◆ 4 月 1 日付   片山直志・本院整形外科
→オルソリハ病院
看護部
◆ 3 月 23 日付   那須ちか子・オルソリハ
病院 6 階→リハ病 3 東
◆ 4 月 1 日 付   吉 川 幸 恵・ 内 科 外 来
→ ER・一般外来／成岡美穂・放射線科外
来→オルソリハ病院 4 階／川村峰子・手
術室→放射線科外来／筒井弘美・ICU →
新館 5 西／桑原和代・ICU →第二分院 4
階／鶴埜珠理・CCU →リハ病院 3 西／岩
井千代美主任・新館 3 東→内科外来／中
平夏子・新館 3 東→ ICU ／島倉充・新館
3 東→第二分院 3 階／定常真依・新館 4
西→リハ病院 4 東／中村寿里・新館 4 東
→新館 5 西／西村翔・新館 5 東→人工透
析室／田中理子主任・新館 5 西→新館 6
西／上戸理恵・新館 5 西→新館 4 東／大
浦亜実佳・新館 6 東→新館 4 西／井上悟・
新館 6 西→放射線科外来／西森千尋・リ
ハ病院 2 東→リハ病院 4 東／山﨑成美主
任・リハ病院 3 東→オルソリハ病院 6 階
／幸﨑晃人・リハ病院 4 東→新館 5 東／
西森絵梨・リハ病院 4 東→リハ病院 2 東
／猪野由賀里・
リハ病院 4 東→リハ病院 2 西／美崎薫・

○お誕生
◆ 3 月 5 日  梶屋幸さん（診療情報管理室
診療情報管理士）に長女・華（はな）ちゃん
◆ 4 月 5 日   堀川史江さん（CCU 看護師）
に次女・このはちゃん
○ご結婚
◆ 2 月 25 日   田上健太さん（第二分院 3
階看護師）と下元夏美（新館 3 東看護師）

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
　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

18,263 人
792 人
793 人

16.31 日
81.01 %

392 件
203 件
402 件
280 件
173 件

企
画
情
報
室

２
０
1
０
年  

3
月
の
診
療
数

『龍馬伝』　土佐人としてはもの申したい
ことままありながらも、毎週楽しみに観
ています。桂浜、日曜市などはずいぶん
観光客が増えている様子。私が意外だっ
たのは夜の龍馬生誕地。仕事帰りに碑の
前を通ると、居るのです、若者たちが。
三々五々、互いに写メを撮りあったり、
何も語らずじっと碑を見上げていたり。
誰も騒いでいない薄暗がりの中の時間
が、彼らには大切な高知の思い出になる
のでしょう。胸の内で「頑張れ！」と声
掛けて、家路に着く私です。（ひょん）

編 集 室 通 信

お め で と う

人 の 動 き 敬称略

図書室便り（2010 年3月受入分）

・今日の治療指針 私はこう治療してい
る 2010 volume.52 ／山口徹（他監修）

・一目でわかる微生物学と感染症 第
2 版 ／ STEPHEN H.GILLESPIE（他著）、
山本直樹（他監訳）

・クリティカルケアにおける栄養管
理 ／ 平澤博之（編集）

・医療事故削減戦略システム～事例
から学ぶ医療安全～／日本医師会 医
療安全対策委員会（編集）

・明日の医療に活かす DPC データの
分析手法と活用 ／ 藤森研司（他編集）

・第 40 回日本看護学会論文集 成人看
護Ⅱ・老年看護／ ( 社）日本看護協
会 看護教育研究センター ( 編集）

《別冊・増刊号》
・別冊 医学のあゆみ ウィルス性肝炎 
－最新治療コンセンサス／溝上雅史

（編集）
・別冊医学のあゆみ がん診療連携拠
点病院－レベルアップのための事例
集－／畠清彦（編集）

・神経内科特別増刊号 認知症診療マニュ
アル／『神経内科』編集委員会（編集）

・老年精神医学雑誌 増刊号 - Ⅰ アル
ツハイマー型認知症－この 10 年とこ
れから－／『老年精神医学雑誌』編
集委員会（編集）

・関節外科 基礎と臨床 4 月増刊号 研
修医のための運動器リハビリテー
ション ／ 筒井廣明（企画・編集）

歳時記5月の
　バラは花の女王にふさわしく人類を
魅了し続けてきた花です。結婚する前
の話ですが、時折、駐車場の私の車の
ワイパーに真っ赤なバラの花束が置い
てありました。私のご機嫌が悪いと、
必ず車のワイパーにバラの花束があっ
たように思います。紅色のバラの花言

葉を調べると、「愛情、美、情熱、熱烈
な恋、あなたを愛します、死ぬほど恋
いこがれています」でした。夫に聞い
てみると「どうして花束を置いたのか
忘れた」と言いますが、いまでもやさ
しい夫です。

紅色の薔薇

文、絵・匿名希望

リハ病院 4 西→リハ病院 2 西／山本百合
主任・訪問看護ステーションちかもり→
高齢者支援センター／中西洋子・高齢者
支援センター→訪問看護ステーションち
かもり／山本詩帆主任・第二分院 3 階→
地域医療連携室／永尾三千・第二分院 4
階→第二分院 5 階／堀尾恵・第二分院 4
階→パティオ／中西雄行・第二分院 5 階
→第二分院 3 階／澤田栄一・第二分院 5
階→ ICU ／岡本しのぶ・パティオ→第二
分院 4 階／武田淳一・ラポール→第二分
院 5 階
◆ 4 月 7 日付   奈路恵・新館 3 西→オル
ソリハ病院 4 階
◆ 4 月 15 日付   川村茉由・第二分院 5 階
→新館 6 西
薬剤部
◆ 4 月 1 日付   山村伸枝・本院薬剤科→
オルソリハ病院薬剤科／古川静保・第二
分院薬剤科→本院薬剤科／福田香穂・オ
ルソリハ病院薬剤科→本院薬剤科
リハビリテーション部
◆ 4 月 1 日付   中田貴大・リハ病院作業
療法科→オルソリハ病院作業療法科／小
松由華・リハ病院作業療法科→第二分院
作業療法室／織田靖史・パティオ→第二
分院作業療法室／大熊将平・第二分院作
業療法室→パティオ
○ 3 月の退職者
◆ 15 日付   中野記世子・ICU 看護師／中
平律子看護師長・新館 5 西看護師／桑原
渚・リハ病院 4 階西看護師
◆ 31 日付   藤田康文科長・心臓血管外科
医師／澤村尚・形成外科医師／大野尚徳、
田中孝明・整形外科医師／谷真規子・麻
酔科医師／古谷敏昭・循環器科医師／小
野美樹・精神科医師／近澤悠志、濵田佳
寿・初期研修医／大城達哉・ER 救急救命
士／矢野晶子・新館 5 西看護師／谷岡佐
和・新館 6 西看護師／筒井道成・リハ病
院 2 西看護師／矢野有加・リハ病院 2 西
介護福祉士／田村文佳・リハ病院 3 東看
護師／別役真央・第二分院 3 階看護師／
一宮晃裕、一宮千尋・本院理学療法士／
安間稔泰・訪問リハ理学療法士／真鳥伸
也、大賀隆正、鎌田智子、中村理奈・リ
ハ病院作業療法士／柿本美和、小狭三智
子・リハ病院言語聴覚士／刈谷友美・障
害者相談支援センター SW ／曽根宏一郎・
地域生活支援センター SW

さんが
◆ 3 月 10 日   山下水津規さん（手術室看
護師）と橋本智弘さんが

okuda
長方形

okuda
長方形


