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　毎年夏休みにはフランスや北イタリ
アの田舎巡りをして、今年で 10 回近
くになる。こうしたヨーロッパの田舎
町は花で溢れ人々も親しみ深く、食材
も豊かで小さなワイナリーでは思わぬ
発見もあって面白い。
　今年はスロベニアの首都リュブリャ
ナから、ハプスブルク家の地中海への
港町トリエステを経てヴェネツィア、
ローマの遺跡と中世の城壁、現代が面
白いパドヴァ、ヴィチェンツァ、ヴェ
ローナの中世都市国家、そして経済の
中心地ミラノのコースをたどった。
　田舎町ばかりとはいえないが、トリ

エステ名物の強い海風を感じたり、ヴ
ェネツィアのホテルでは大運河を前に
夕陽が沈んでいく風景や朝焼けのなか
朝食を摂り、ヴェローナ近郊のホテル
では庭先のテラスで食事を楽しみ、ガ
ルダ湖畔では静かなひとときを過ごし
た。白ワインのソアヴェ、干した葡萄
で作るアマローネのワイナリーを巡っ
たが、いつもながら地域で作り方がこ
んなにも違うのかと驚かされる。
　ロンバルディア平原のなかでも最高
のロケーションと食事、ワインを楽し
んだが、それでも心の片隅で人が旅を
するのはなぜだろうかと考えていた。
　フランスやイタリアのレストランよ
りサービスの質も料理のレベルも高い
日本のレストランがいいし、自宅のお
風呂やベッド、なによりも妻がつくっ
てくれる食事がいちばん自分の身体に
合っていると思うようになった。
　青い鳥を探し求めていた若いころと
は違って、還暦を過ぎたいま、旅は自
分の生きてきた人生を確認するためで
はなかったかと思う。

理事長・ちかもり　まさゆき

近  森   正  幸

青い鳥を求めて

ベローナ近郊のホテルの庭先で

　2011 年 11 月 7 日（月）に、近森病
院本館の西側の道路を隔てた場所に外
来センターがオープンいたします。外
来センターでは、主に
　１．予約のある再診患者さん
　２．予約のある紹介、初診患者さん
の診療を行ないます。
　初診や予約のない再診患者さん、具
合が悪く予約日以外に受診される患者
さん、紹介状を持った初診患者さんは
原則新館１階の ER と一般外来で診察
させていただきますので、これまでと
同様に新館総合受付にお越し下さい。
　現在、紹介状持参で来られる患者さ
んが増加する傾向にあり、事前のご連
絡がない場合や同じ日に多数の紹介が
重なった場合などは、診療科や担当医
師などご希望に添えない場合も生じて
おります。
　外来センターオープンに先立ち９月
１日より紹介予約センターの運用を開
始しておりますので、他の医療機関
から紹介受診される際は紹介元の医療
機関で予約の御依頼をお願いいたしま
す。紹介予約をしていただくことで患
者さんの偏りが防げ、受付時の事務処

理なども短縮でき、少しでもス
ムーズな診療が行えるものと
考えています。
　外来センターは各フロアご
とに見取図（差し込み参照）の
ような構成となっております。
診察室を大幅に増やし、外来小
手術や処置を各科で行えるよ
うににしたり、外来での輸液
療法や化学療法の拡充など外

来診療の質的向上を目指しております
が、検査によってフロアが違うため当
初は混雑、ご不便をおかけすることも
少なくないと思われます。外来センタ
ーと陸橋で結ばれた新しい本館が完成
した際には、検査はすべて３階フロア
に集まり利便性が向上しますので、そ
れまでの間はどうかご協力をお願い致
します。

くぼかわしょういち

外来センター運営委員会委員長
　　　　近森病院循環器科部長　窪川  渉一

2011年11月7日、外来センター診療開始

予約のある
初診、再診、紹介患者さん
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　冠動脈インターベンションとは、心臓
の筋肉を栄養する冠動脈の狭窄部や閉塞
部を、バルーンやステントで開大し血流
を改善する治療法で、当院でも 1990 年
に開始し、最近では年間 650 件前後に施
行しています。
　急性心筋梗塞にお
いては、閉塞した血
管を早期に再開通す
ることによって、梗
塞範囲を縮小し、急
性期死亡率を低下す
るとともに慢性期の
生命予後も改善する
ことが明らかになっ
ています。狭心症に
おいても、狭窄部を
開大することによっ
て、症状を改善し生活の質を向上する有
効な治療法として確立しています。
　しかし、あまり症状のない軽い狭窄や
小さな血管の閉塞などに対しては、コ
ストにみあうだけのメリットが得られる
かどうか、一例一例慎重な検討が必要か

と思います。昨年大きな問題となった奈
良の病院の事件（狭くないのにステン
トをいれた？）などは論外ですが、と
もすれば economy( 医療収益の増加 ) や
heroism（手術件数の増加）の誘惑に流
されがちな風潮の中で、自制心のある

reasonable な医療を
こころがけたいもの
だと思います。
　最近では、冠動脈
インターベンション
など心臓病の治療に
特化したハートセン
ターがあちこちにで
きていますが、個人

的には、医療にはあまり効率のよくない
合併症の治療も含めたトータルな役割が
求められているのではないかと考えてい
ます。又、医療費は公のものでしかも有
限であるというあたり前のことを意識し
ながら、何ができるか (what can I do?)
ではなく何が本当に必要か (what shoud 
I do?) を考える医療を若い人達に伝えて
いきたいと思っています。

歳時記10月の
近森病院理学療法科理学療法士

主任　清岡  佳奈

チョコレートコスモス

　キク科コスモス属の多年草、花言葉
は、「恋の思い出」「恋の終わり」。原
産地はメキシコ。1902 年から栽培が始
まり、日本では近年栽培が広まってきて
います。黒紫色の一重咲きの花を付けチョコレー
トのような香りが特徴。みなさん、多忙な日々
をお過ごしのことと思います。気分が落ち着か
ない時はこの甘い香りをかぐと癒され、心静か
になれるようですよ。　　　　  きよおか　かな

6私の流儀

近森病院副院長

浜
はましげ

重  直
なおひさ

久

冠動脈インターベンション
（PCI）

　変形性膝関節症には内反型と外反型
があり、日本人に多いのはいわゆる O
脚を呈する内反型です。その程度は初
期から末期まで様々ですが、この鏡視
下手術の適応は、主として内側半月の
変性断裂が痛みや関節水症（関節に水
がたまっていることです）の原因とな
っている場合です。
　手技としてはごく小さな皮膚切開か
ら関節鏡を膝関節内に入れ、断裂した

半月の不安定な部分を切除し、また関
節軟骨の剥がれたかけらを取り除いた
り、剥がれかけた部分をなめらかにな
るように掃除します。関節滑膜の増殖
が著しければ、シェーバーという器械
で滑膜切除も行います。
　術後の出血がないように止血も十分
にできるので、極めて短期間で退院可
能です。もちろん術翌日から歩行可能
です。ただし中等度以上の関節症では

変形性膝関節症に対する
手術療法－その一

「鏡視下デブリードマン」

効果が少ない場合もあり、そのような
ケースでは骨切り術や人工関節手術が
適応となります。
　これらに関しては今後誌面を替えて
紹介いたします。ともかく中年以降に
なって膝の痛みが出てきたら、早め早
めに整形外科を受診することをお勧め
します。

きぬがさ　きよと近森病院整形外科統括部長　衣笠  清人

ちょっと気になる話題の治療法 整形外科　8

絵・総務課
　広報担当
　公文幸子

◦地域医療講演会
　平成 23 年 10 月 14 日 ( 金 )　
　18：30 ～ 20：00
　場所：近森病院管理棟３階大会議室
　「心房細動アブレーションに役立つ臨
　床心臓解剖－左房・肺静脈を中心に－」
　講師：日本医科大学多摩永山病院内科・
　　　   循環器内科臨床教授井川修先生

◦近森病院スープサービス 5 周年
20 回記念イベント

　平成 23 年 10 月 15 日 ( 土 )　
　13：30 ～ 17：00
　場所：近森病院管理棟３階大会議室
　「あなたのために……辰巳芳子さんの

いのちをささえるスープ教室」
　講師：辰巳芳子さん
　辰巳芳子さんの鎌倉にある料理教室を
再現し、調理しながらスープについての
料理哲学をご講演頂きます。講演会終了
後にはスープの試食会も実施いたしま
す。この機会に是非ご参加ください。
　※一般の参加者は募集を締め切ってお
ります。ご了承ください。

お 知 ら せ

　2011 年 9 月 12 日（月）、中秋の名月
の日に 99 名が高知県立牧野植物園に集
い、ウクレレ演奏（KYAS（西口龍）さん）
や美味しいディナーを楽しみました。

お月見会が開かれました

1. 第 299 号の近森会グループ 2010 年度の
実績に誤りがありました。救急搬入件数
4816 件を 5139 件に訂正します。
2. 前号の「話題の治療法・MICRONAIL」の
記事が 6 月号に続き掲載されました。お詫
びします。

◦ お詫びと訂正 ◦
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私の趣味
高校野球

近森病院４階西病棟
看護師　別役  美代子

　趣味はと聞かれると、春は京都や奈
良観光、夏は海外旅行、冬は温泉旅行
とスノボーと、とりあえずどこかに行
っているということかもしれません。
唯一地元で楽しむ行事といえば夏の高
校野球でしょうか。子供の頃から高校
野球が大好きで夏が来るとワクワクし
だします。長い間大阪や神戸で勤務し
ていたため甲子園が近かったことは好
都合でした。
　まず開幕前に全国出場校をチェック
し甲子園仲間と連絡し合います。そし
て開幕を迎え休みの度に朝から晩まで
甲子園で観戦するのです。ここ 3、4
年は開会式にも足を運び、ヘリコプタ
ーからボールが落ちてくる時に気分が
最高潮となります。
　何が楽しいかとよく聞かれますが、
試合はもちろん面白いですが応援団や
観客、売り子を見ることも楽しんでい
ます。甲子園雑誌を片手に朝からビー
ルで焼き鳥を、昼は甲子園カレーを食
し、一日はあっという間に過ぎていく
のです。
　今年も開会式から 2 日間観戦しまし
た。来年も暑い甲子園にいることでし
ょう。

べっちゃく　みよこ

した。
　となると、第二分院の看護部長の業
務はどうなっているの？　という話に
なります。実は、私の不在時には、シ
ニア師長や師長が代行して円滑な管理
が実践されています。留守中に起こっ
た出来事と対策、その結果について
は、師長たちはきちんと報告してくれ
ます。そこで、ふと振り返ってみたら、
助けてもらうのが当たり前のようにな
っている自分を発見することになりま
した。
　現場をラウンドしていると、先輩看

　昨年度から高知県看護協会の看護師
職能理事をしています。月に 1 回の理
事会と担当の職能委員会、制度委員会、
年間 3 回の土曜日の研修の企画、運営
がおもな業務です。
　また、全国職能委員長会（年に 2 回）、
中国・四国地区職能委員長会・拡大医
療安全会議（共に年に 1 回）に参加し、
看護の課題や対策などについて情報収
集したり、検討したりしています。
　さらに今年度は、日本看護協会の看
護師職能委員に任命していただき、２
ヵ月に 1 回の割合で、東京原宿にある
日本看護協会会館に行くようになりま

護師が後輩看護師をさらっとサポート
している看護の場面に遭遇したり、話
を聞いたりします。そこには、「思い
やり」や「気づかい」が潜んでいます。
　先日の看護専門学会で得たホヤホヤ
の学びですが、『看護は「気づかい」
をともなった世話だといわれることが
あります。「気づかい」の基礎は、人
としての尊厳への配慮でしょう……』

（精神科看護者のための倫理事例集
2011 より）といわれます。
　「気づかい」は看護師として、本来
患者さんやご家族に実践するべきもの
ですが、仲間同士でも常時行なわれて
いるのです。
　そんなわけで、師長たちから多大な
る「気づかい」をいただいていると、
改めて気づいた次第です。「気づかい」
に甘えるしかない現状でありますが、
感謝は忘れないようにしようと思って
います。ほんとうにありがとうござい
ます。

まつなが ともか

近森病院第二分院看護部長
松永  智香

気づかいの看護と
気づかいの職場

 看 護 部 キラリと光る看護 part2

　8 月 26 日（金）、近森病院コヤジ
の会主催「メディカル・コーチング」
の講演会を開催しました。「コヤジの
会？」「メディカル・コーチング？」
何だそりゃ？　といった言葉を多く耳
にしました。コヤジの会とは、「単な
る同世代の飲み仲間の会」といったと
ころでしょうか。飲み会は必ず、休み
の前日に行ない二次会は座敷のあるワ
インバーでお酒を飲みます。
　そんな飲み会で、「自分の気持ちを
伝えること」、そして「人を育てるこ
とってほんとうに難しいよな」といっ
た話になりました。
　中川義久先生は講演のなかで「コー
チング」とは「相手の自発的な行為を

促すコミュニケーションの技術」で、
「人を育てるための一つの方法」であ
ると話されていました。また「ゼロポ
ジション」で相手の話をしっかりと受
け止めて聴くこと、そして、自分の意
見を伝えること、さらに「マイゴール」
を一緒に設定してあげること、そうし
たことが何よりも大切であるとも話さ
れていました。
　「コーチング」は医療チームのなか
だけでなく、医師と患者、子育てとい
った場面でも使えるコミュニケーショ
ン技術ではないでしょうか。私の場合、
３才の娘の子育てコーチングに奮闘中
です。

かなめ　のりよし

近森病院循環器科科長　要  致嘉

天理よろづ相談所病院循環器科部長中川義久先生をお招きして

▲天理よろづ相談所病院循環器科
部長の中川義久先生▶中川先生を
囲んで、前列向かって左から 3 人
目が筆者

第一回コヤジの会勉強会

「メディカル・コーチング」
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　秋らしくなってきましたね。その
せいかどうかはわかりませんが、私
のささやかな楽しみは、食べること
と寝ることです。
　ちなみに好物はカレーライスとカ
ツ丼、ラーメンです。美味しいお店
をご存じでしたら、今度部署にお伺
いした時にでもコッソリ教えて下さ
いね。最近は涼しくなってきたのと
食堂が出来たことで、本当にご飯が
美味しく食べられますよね。体重も
増える一方です。皆さんくれぐれも
お気を付け下さい。

　あとは睡眠
です。最近の
お気に入りは
低反発のテン
ピュール枕と、ルルドのマッサージ
クッションです。心地よい枕と、按
摩器で足や腰をモミモミしながら迎
える睡眠の世界は最高で、気が付け
ば朝になっています。
　このような当たり前のことを「楽
しみ」といえることが、スゴク幸せ
なんだろうなぁと思います。

ただ　とも

リレーエッセイ

ささやかな楽しみ
管理部診療支援部企画情報室　多田  智

　2011 年 9 月 4 日（日）「総合あん
しんセンター」にて行われた今回は、
連携パス登録機関より 197 名、登録

外より 5 名、高知県より 3 名、その
他を含み合計 208 名の参加がありま
した。
　前半の症例検討報告会では二症例に
ついて急性期、回復期、在宅かかりつ
け診療所の立場から報告がありまし
た。経時的に患者さんの経過を一年間
というスパンであらゆる職種で検討議
論することができました。可能であれ
ば患者さんも参加して治療経過を検討
できるような場を提供していきたいと
考えています。
　また、後半の勉強会では近森リハビ
リテーション病院科長和田恵美子先生

第 12 回高知中央医療圏脳卒中地域連携パス合同会合『症例検討報告会・勉強会』

高知中央医療圏
脳卒中地域連携パスの会

高知中央医療圏脳卒中地域連携パスの会事務局
　　　　　　　　　　近森病院脳神経外科部長　高橋  潔

より「痙縮のコントロールについて」
をレクチャーしていただき、実症例の
提示や動画もあり、とてもわかりやす
かったと好評でした。
　今後は年内に高知県より脳卒中患者
さんの調査を行いたいとの提案があ
り、連携パスと協働して進めたいと考
えています。また、4 月の診療報酬改
定に合わせた連携パス改定を行う予定
です。皆さまのご協力、よろしくお願
いいたします。　　  たかはし　きよし

　8 月 28 日、近森リハビリテーショ
ン病院で全国回復期リハビリテーショ
ン病棟連絡協議会ソーシャルワーカー
委員会主催の地域別研修会を行ないま
した。
　「地方でも研修を」という声を受け
今年度初めての試みで、その初回が高
知会場という緊張のなかでの開催でし
た。当日は四国をはじめ岡山からも
合計 45 名の参加があり、午前はソー
シャルワーカーを取り巻く最新の動向
や回復期で行なう標準的な業務につい
て、午後は奥川幸子グループスーパー
ビジョン方式での事例検討と盛りだく
さんの内容でした。
　委員長の初台リハビリテーション病

院取出涼子さんと二人での運営でした
が、参加者からは満足の声をいただ
き無事に終了することができました。
快く協力してくれた近森の仲間に感
謝！！です。

かわつ　なか

近森リハビリテーション病院医療相談室室長
　川津  奈加

向かって左のソーシャルワーカー委員会委員
長の取出涼子さん ( 初台リハビリテーション
病院 ) と事例提供者の吉本佳代さん ( 近森リハ
ビリテーション病院 )

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会▪ソーシャルワーカー委員会
　近森電車「ハートラム」を取り上げていた
だきましたのでご紹介します。
名称　　　路面電車のコレクション
　　　　　「街にやさしい日本の路面電車」
　　　　　カバー＆マキシムカード
発行元　　（株）郵趣サービス社
解説　　　公益財団法人日本郵趣協会

　　　　 　鉄道切手部会有志
　担当：三浦正悦様
挿絵　細川武志様

近森電車「ハートラム」の
切手コレクション紹介

献 血 お 礼

　8/31( 水 ) は 103 名の方
に 献 血 に ご 協 力 いただきました。
ほんとうに、ありがとうございました！200 人を上回る出席者で盛り上がった

地域別研修会 in 高知

※会員限定のため、
入手できません

ポストカード仕様の「マキシムカード」



5No.303／10月号

　少しづつ秋の気配が感
じられるようになりまし
た。今回は秋の味覚「きのこ」を取り
入れた二品を紹介します。きのこは水
溶性と不溶性の 2 種類の食物繊維を一
度に摂れるのが特長。水溶性食物繊維
は、腸からのコレステロールの吸収を
抑える作用があります。不溶性食物繊
維も、便秘予防や腸内の老廃物を排泄
してくれ美容にも効果があります。き
のこを使った手作り料理で、ヘルシー
に食欲の秋を楽しみましょう。

◦鶏肉のレモンバジル炒め
　材料 (1 人分 )
　・鶏もも肉　　　　　90g
　・玉ねぎ　　　　　　1/4 個
　・ぶなしめじ　　　　1/4 パック
　・オリーブ油　　　　( 炒め用 )　
＜作り方＞
①玉ねぎを薄いくし切りに、しめじは
いしづきを取って手で割く。鶏肉は一
口大に。
②薄口醤油と砂糖各大さじ 1/2、レモ
ン汁小さじ 1、塩・乾燥バジル各適量
を合わせた調味料と①を混ぜ合わせ、
味を馴染ませ、オリーブ油をひいたフ
ライパンで炒める。
◦小松菜のチーズ和え
　材料 (1 人分 )
　・小松菜　　　　　　　1/2 束
　・まいたけ　　　　　　1/4 パック
　・スライスチーズ　　　1 枚
＜作り方＞
①小松菜は約 3cm 幅に切り塩茹でにし
水気を絞る。まいたけはいしづきを取っ
て手で割き、茹でる。チーズは手で小
さくちぎる。
②薄口醤油・ミリン各小さじ 1、わさ
び適量を合わせ、①と混ぜ合わせる。

Chikamori ★ Kitchen 12

茸をつかった二品

臨床栄養部管理栄養士
主任　内山 里美

小松菜のチーズ和えと鶏肉のレモンバジル炒め

　「自分らしさ」、「自分らしく生きる
ってどんな事でしょう」と、物腰の柔
らかい、優しい言葉で講演は始まりま
した。
　講師は日本赤十字看護大学認定看護
師教育課程糖尿病看護コース専任教員
で糖尿病看護認定看護師の青木美智
子先生です。青木先生は糖尿病におけ
る質の高い看護師育成研修の講師であ

り、院外からは研修生など 38 名、院
内 40 名の参加者がありました。
　講演は患者との関わりを、外来編、
入院編と血糖パターンマネジメントは
事例紹介を交え、身近に感じられる内
容でした。
　糖尿病患者は普段の生活があっての
糖尿病であり、医療者側の指導ではな
く、患者の生活習慣を踏まえた支援が
必要です。患者の思いを引き出す働き
かけが大切で、患者自身が考え、自分
の生活と療養指導としての生活をどの
ように調整するのか、自己決定出来る
ような支援が大切です。
　そのために患者さんの生活や生き方
や価値観を大切にしながら、患者さん
の思いを聞きながら、寄り添って共に

気付き、自分たちも歩んでいくことに
なります。
　青木先生の患者さんを思う気持ち
が、たいへん伝わる有意義な講演でし
た。

いわい　ちよみ

「糖尿病とともに生きる患者さんを支援する
～自分らしく生きる事を支えよう～」

近森病院糖尿病小委員会
　　内科外来看護師主任　岩井  千代美

近森病院薬剤部　上岡  令奈

　骨粗鬆症とは、
骨の量が減って
スカスカになり、
骨折しやすくな
る病気です。主

な原因は加齢によるものであり、患者さ
んの 8 割は女性、70 代女性の二人に一人
が骨粗鬆症の可能性があるといわれてい
ます。
　骨粗鬆症のお薬には ｢骨を作るのを促
進する作用 ( 骨形成促進 )｣、｢骨が壊れる
のを抑える作用 ( 骨吸収抑制 )｣、｢カル
シウムを補充する作用｣ を持つものなど
があります。そのなかでもビスホスフォ
ネート製剤は、骨吸収を抑制して骨密度
を上げる作用が強く、骨粗鬆症に広く使
用されています。

　ビスホスフォネート製剤は特殊な飲み
方のお薬です。飲み方についてご紹介し
ます。起床してすぐにコップ 1 杯の水
(180ml) で服用します。噛んだり、口中
で溶かしたりしないでください。服用後
30 分は横にならずに過ごしてください。
薬が逆流して、食道炎や胃炎を起こすの
を防ぐためです。薬の吸収をよくするた
め、服用後 30 分間は水以外の飲食はし
ないようにしましょう。また、毎日服用
するものと週に一回服用するものがあり
ます。生活習慣に合わせて医師に相談す
るとよいでしょう。
　骨粗鬆症のお薬はすぐに効果は現れま
せんので、用法用量を守り、気長に服用
しましょう。飲み方などに不安があれば、
いつでも医師または薬剤師に相談してく
ださいね。       　　　　  かみおか　れな

16よき友くすし

ビスホスフォネート製剤の服用

日本赤十字看護大学認定看護師教育課程糖尿病看護コース専任
教員で糖尿病看護認定看護師の青木美智子先生をお迎えして

「自分らしく生きる
っ て ど ん な こ と で
し ょ う 」 と 講 演 す
る青木美智子先生
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忘年会

特 別 寄 稿

　私は不測の事態に備えパスポートと現
金、治療実績のある病院の診察券とカル
テを常時携帯するようにしています。病
院に運ばれ脳検査（MRI）など必要な検
査をすべて終え、左脳の神経が脊髄に向
かって集束している複雑で微妙な箇所の
血管が「比較的広範囲に梗塞を起こして
いるので今からその治療を始める」との
説明を受けるまで、既に相当の時間が経
過していたと思われます。
　上海華東医院の女医さんが、「これで
後遺症は無し！」と、そのとき打った注
射は「tPA（血栓溶解療法）」だった。よ
く効くようですが、帰国後診察を受けた
東京の済生会中央病院でも高知の近森リ
ハビリテーション病院でも、一様に「え
っ tPA」と驚かれました。理由は、中国
にも tPA があること、二つ目はそれを打
ったこと。tPA が最も効果的に脳梗塞を
軽症で収めるには、発症から 2 時間以内
であるとか年齢だとか諸々の前提条件が
あり、日本では患者の 2 ～ 3% にしか使
われていないのが実情とのことでした。
　案の定、目を覚ますと見事に右の片麻
痺になっており、もはやビクとも動かな
い状態になっていました。中国では一流
のやり方を学び、一流のものを一流の道
具を使ってすれば、その結果は必ず一流
であるという考え方があり、経験や伝承
或いは臨機応変といった、いわゆるノウ

ハウと呼ばれる領域に属することは意外
と軽んじられています。
　上海華東医院の外国人専用病棟は 5 号
館にある「特殊門診」の一部として、一
般病棟とは別棟になっています。私の病
室は一人用の個室で、部屋の内装も含め、
外見は日本と遜色はありません。私は当
然ベッドに寝たきりで動けないので、自
分でそのトイレに行くことすら叶いませ
んでした。
　早速その晩から、私には保険会社の手
配で泊まり込みの「阿姨（付添い、アイ
という）」がきてくれました。阿姨さんは、
一般的に「民工」と呼ばれる出稼ぎ貧農
で、布団などの生活用品一式を病室のロ
ッカーに押し込み、病室をホテル代わり
に転々と文字通り住み込みの付き添いと
して過ごします。付き添いは病院に認可
された口入れ屋が個人や保険会社などの
依頼を受け斡旋するもので、制服姿で患
者の食事から排泄、着替えなど身の回り
の世話をしてくれます。
　私に付いてくれた張さんは、湖南省か
らきたとかで小学生の子供を両親に預
け、夫とは別々の出稼ぎ生活を続けてい
るとのこと。日本語は分かりませんでし
たが、夜中に寝返りを打てない私の身体
の向きを何度も変えてくれたり、尿器を
持ってトイレとの往復など、たいへんよ
く世話をしてくれました。　　　つづく

ぬま　たかし　高知市田渕町（現桜井
町）生まれ。京都産業大学を卒業後、
三菱商事に入社。平成 15 年 3 月に准
定年退職の後、高知県上海事務所初代
首席代表等を経て、平成 22 年に三菱
商事（上海）有限公司上海万博担当の
就任中に脳梗塞を発症。近森リハビリ
テーション病院でリハビリ通院中

上海で突然倒れて・中

沼　敬

　オルソリハ病院が
開院してはや 4 年の
歳月が過ぎようとし
ています。開院時、

「どんな病院になる
のだろう」と思いを
めぐらしたことが、
遠くのことのようで
もあり、昨日のよう
でもあります。
　この度、オルソの看護部としては初め
ての「シニア師長」の辞令をいただきま
した。近森会グループのシニア師長さん
のように、「オルソにシニアが居てよか
った」と、自然な声が聞こえてくるよう、
努めたいと思っています。よろしくお願
いします。　　　　　　なかや　あけみ

「居てよかった」と
近森オルソリハビリテーション病院

シニア看護師長　中谷  明未

乞！熱烈応援

上海華東医院

　昨年、漢方入
門講座を行なっ
ていただき、近
森病院に漢方の
風を吹き込んで
下さった井齋偉

矢先生に今年も「すぐ効く漢方薬大集
合」という演題で講演していただきま
した。台風 12 号が高知を直撃するま
さに当日でしたが、北海道から無事高
知に着かれ、風雨の強まる中、64 人
の参加があり大盛況でした。
　昨年同様、サイエンス漢方というこ
とで、これまでにわかってきた漢方の
科学的知見と井齋先生の考えておられ
る科学的機序を所々に散りばめたお話

でしたので、西洋医学に馴染んだ人々
にもとても入りやすかったのではない
かと思います。
　また昨年にもまして簡潔でインパク
トのあるお話で、この症状にはこの方
剤というのがとてもわかりやすい講演
でした。

みやざきよういち

近森病院第二分院副院長　
宮崎  洋一

チカモリ
シネマクラブ

　10 月 20 日（木）は、
韓国映画の「ラブス
ト ー リ ー」（2003）
です。
　あなたは偶然を信
じますか。時を超え
て熟成される愛の奇
跡。 ラ ス ト 20 分 が
あなたの涙を誘う。

　ストーリーは、母と娘、過去と現代。
時を越えて続く感動のラブストーリー。
韓国での「クラシック」という原題が
示すように、クラシック音楽を効果的
に使った作品でもある。
　第 2 回上映会「プリティウーマン」は
9 月 22 日 ( 木 ) に管理棟 3F 会議室にて
上映。
★「シャンパンには苺」はこの映画で知
った。いわずと知れたジュリア・ロバー
ツの出世作、二人が出会って、お互いが
成長し、相手を思いやる気持ちが芽生え、
本来の自分を取り戻していく。この映画
は人間再生の物語でもある。現代人が忘
れかけている人と人との関わりの大切さ
を思い出させてくれる。

（映画選出者◦臨床工学部技士長深田和
生のコメント）

第 3 回上映は「ラブストーリー」

★ ★

一服で効く、
　一両日で効く……
　　すぐ効く漢方薬大集合

第 88 回地域医療講演会

静仁会静内病院井齋偉矢先生
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3 千人の聴覚障害者
　耳の聴こえない人が高知県内には約
3 千人いる。受診する際には原則「筆談」
ということになるが、細かいニュアン
スは伝わりにくいため、手話のできる
医療従事者が居る病院があれば、どん
なに遠くても出向きたい。これが聴覚
障害者の本音ということらしい。
ただいま八合目！手話通訳者養成講座
　そういう人たちに「ちょっと朗報」
なのが、臨床検査技師の樫本さんの手
話の腕前で、県の手話通訳者養成講座
応用課程 5 段階中第 4 段階まで進んで
いることだろう。厚労大臣の認定を受
ける手話通訳士になるのが樫本さんの
最大の目標だが、近森病院で検査技師
5 年目の彼には本職で覚えることも多
く、「趣味の子育てと手話」に使える時
間を必死で捻出する毎日だという。
医療従事者になる以外の道はない！
　大阪市で七人兄弟の上から二番目と
して育った浩之さんには、「いつも兄弟
の面倒を見らされたためか、人のため

に役立つことをするのは余りにも当然
のこと」だったし、どうせ働いてお金
をもらうのなら「人のために役立つこ
とをしたかった」から、医療従事者に
なる以外の選択肢は浮かばなかったと
いう。しかも、病気の原因を追究でき
るから検査技師が医療職のなかではい
ちばん自分に向いていて面白い筈だと
想像したのだった。
手話を勉強するようになったきっかけ
　仕事はもちろん興味深いが、「何せ
大ざっぱな O 型なので諸先輩に迷惑を
かけていることも多いと思います！」
と、179 センチ 86 キロの堂々たる体
躯は首をすくめて小さくなっている。
　最近では、得意の手話で患者さんに
応対したことが内科の北岡真由子先生
に喜ばれ、それが大きな励みになって
いる。そもそもは 1995 年に放映され
た手話のドラマが流行った時、「ちょっ
とだけ覚えた」のだが、病院に勤め始
めて通じたのが嬉しくて、以来講座に
通い、勉強するようになった。60 歳
代の患者さんが内視鏡検査を受けられ
たとき、本当に疲れただろうと思った
樫本さんが、「お疲れさまでした」と
手話でねぎらったのだった。
大喜びで親バカに徹する子育て
　手話の勉強は楽しい。伝えたいと頑
張ると通じ、通じれば喜ばれるから、
もっときちんと伝えたいと頑張る。こ
の好循環で腕前は順調に伸びている。
　4 年半前、高知に来た。兄弟が多い
なかで育ったためか子どもが大好き
で、将来子どもを持つなら高知のよう
な山も海も空もキレイなところで暮ら
したいと思ったのがきっかけだった。
近森病院に就職し、その後、高知の女
性と結婚し一児に恵まれた。「溺愛し、
大喜びで親バカに徹している」という。
毎日一時間は追っかけ回して遊んでい
る。「愛情表現を全身で表わしてくれ
る」のがなにより嬉しい。
　手話を勉強するために妻と交わした
約束は、「息子の寝かしつけとお風呂
担当」だが、どちらも嬉しくてワクワ

クやれることだから、ノルマではなく
「幸せのお当番」なのだ。

夢は臨床検査技師の手話通訳士！
　生理検査室をメインに、カテ室と内
視鏡室も担当する毎日だ。バタバタ働
いて、家に帰れば洗濯干しもアイロン
も苦にはならない家庭的な満点パパ。
しかし、家事の腕前はあまり上がらず、
洗濯やアイロンは「いつの間にかお役
御免になりました！」と笑っている。
　耳の聴こえない人たちがなに不自由
なく思いの丈をきちんと伝えて納得し
た受診ができる日を夢見て、まず県の
登録手話通訳者になり、厚労大臣の認
定を受ける手話通訳士に合格できるよ
う、樫本さんの努力の日が続く。

人物ルポ 267 ◦ 臨床検査技師   樫本  浩之 さん

高知市越前町の社会福祉法人小高坂更生セン
ター 3 階にある特例社団法人 高知県聴覚障害
者協会で県の手話通訳者養成講座を受講中の樫
本さん。「家でも勉強して手話の技術を磨かな
ければ！」と話す手話の「磨く」の動作中

「大喜びで親バカに徹しています！」。一歳四カ
月になる長男・瑛斗（えいと）ちゃんには毎月
の 12 日に「月のお誕生日」があり、ケーキを買っ
て家族三人揃って祝っている

本館 7 階内視鏡センターで胃カメラセット中

　今年の春、私の息子にそっくりさん
に出会いました。写真はその方です。
　春から小学生になった息子は、開放
感に満ち溢れて毎日なにかやって帰っ
てきてくれてます。新品のランドセル
も教科書もあっという間に水浸しにし
てました。傘も何本買いにいったか分
かりません。小学生にもなるとこんな
にも変わるものなんですね。
　私も息子も初めてのことばかりで想
像もつかないことばかりですが、こん
な毎日のなかでいろんな経験をしてお
互い成長していくのかなと思います。

きたやま ゆりか

そっくりさん
近森病院手術室
看護師　北山  由百香

夢は、
臨床検査技師であって

手話通訳士！！
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○昇格人事
◆ 9 月 1 日付　中谷明未・看護部シニア
看護師長（オルソリハ病院）／山﨑成美・
安田幸美・看護部看護師長（オルソリハ
病院）
○人事異動
◦看護部◦
◆ 8 月 25 日付　尾﨑美鈴・新館 4 西→
新館 4 東
◆ 9 月 1 日付　中川絵美・ICU →救命救
急センター／岩本紫・人工透析室→新館 3
東／平尾知美・新館 3 東→第二分院 3 階
◆ 9 月 16 日付　川村加恵・リハ病院 3
東→リハ病院 4 西
◦作業療法科◦
◆ 9 月 1 日付　大内未悠・本院作業療法
科→リハ病院作業療法科／武内周平・リ
ハ病院作業療法科→本院作業療法科
◦医療福祉部◦
◆ 9 月 16 日付　島崎友映・近森病院医
療相談室→障害者支援センター
○ 8 月の退職者
◆ 6 日付　柏井智華・オルソリハ病院 4
階看護師
◆ 15 日付　尾原さくら・人工透析室准看
護師／曽根俊・リハ病院作業療法科作業療
法士／岸本裕子・臨床検査部臨床検査技師
◆ 31 日付　今村春一・循環器内科医師

編 集 室 通 信

お め で と う

　　　　　　　　　　　　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

ニューフェイス

ひらの　ともひさ　①リハ
ビリテーション科医師②長
崎市③長崎大学医学部④宜
しく御願いします。

やまさき　よしこ　①総務
部総務課形成外科秘書②高
知県須崎市③松山大学④８
年振りに高知に帰り、久し
ぶりの高知での生活を満喫
したいと思います。

なかむら　ゆうこ　①総務
部総務課副院長秘書②高知
県須崎市③明徳義塾高等学
校④埼玉から高知に帰りま
した。高知の自然やおいし
い食べ物が大好きです。

やました　えりこ　①総務
部 総 務 課 放 射 線 科 秘 書 ②
兵庫県神戸市③京都大学大
学院④趣味はフラダンスで
す。健康増進のためマイペ
ースで楽しんでます。

みやした　まさゆき　①診
療支援部②神奈川県横浜市
③学習院大学④学生時代は
吹奏楽やトランポリンをし
ていました。就職を機に何
かスポーツ等始めたいので
お誘いください。

まさき　まなみ　①診療支
援部②高知市③玉川大学④
独学で韓国語を学んだり、
シュノーケリングで潜った
り、新レシピを試す等が好
きです。これからも色々な
ことに挑戦していきます。

くずめ　ゆうすけ
①診療支援部企画情報室②
南国市③高知大学大学院理
学研究科情報科学学課④海
外サッカー観戦、車、マン
ガ、音楽

平野 友久

山下永利子

山﨑 淑子

宮下 公将

中村 裕子

間崎 愛美

葛目 悠輔

人 の 動 き 敬称略

　スイスアルプス・ユングフラウホッホ
を体験しました。びっくりしたのは頂上
のポスト横に大きな箱があってメッセー
ジカードがたくさん入っていました。そ
れは「東日本震災遺児を支援するあしな
が基金のためのメッセージカード入れ」
で、一枚につきスイスから５フラン（約
500 円）の義援金が送られていることで
した。高知市内は今年も台風被害が無く
美しい空の秋を迎えることができてうれ
しいですね。（歌）

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（過去最高 !）

　　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

19,346 人
847 人
849 人

14.44 日
81.39 %

565 件
268 件
446 件
292 件
167 件

2011 年 8 月の診療数  企画情報室

●  平成 23 年 8 月度県外出張件数  ●
件数 51 件　延べ人数 86 人

図書室便り（2011 年8月受入分）
・CARTILAGE SURGERY AN OPERATIVE  
MANUAL ／ Mats Brittberg（他著）

・Rothman-Simeone THE SPINE SIXTH EDITION 
VOL.1,2 ／ Harry N.Herkowitz（他著）

・A PRIMER IN CARTILAGE REPAIR AND JOINT 
PRESERVATION OF THE KNEE ／ Tom Minas

・Fractures of the PROXIMAL FEMUR ／ JAMES 
P.WADDELL

・OS NOW Instruction 整形外科手術の新標準
19 上肢の鏡視下手術早期 ADL 回復をめざし
て／金谷文則（担当編）

・Dr．あさいのこっそりマスターシリーズ い
まさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ
／浅井隆
　1 まずは統計アレルギーを克服しよう！
　2 結果の解釈ができるようになろう！
　3 研究の質を評価できるようになろう！

・辞めたいと思っているあなたへ／木村盛世
・コーチング言葉と信念の魔術／落合博満
・コーチングの教科書／伊藤守
・マネジメント 基本と原則【エッセンシャル
版】／ P.F. ドラッカー ( 著 )、上田惇生（編訳）

・もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら／岩崎夏海

《別冊・増刊号》
・別冊 医学のあゆみ TGF- βシグナル研究　
－メカニズムの解明から新たな治療へ／宮園
浩平（編）

・別冊 NHK きょうの健康　睡眠の病気不眠
症・睡眠時無呼吸むずむず脚／内山真（総監）

・NHK きょうの健康　生活実用シリーズ　疑
問解消！高血圧　なぜ下がらない？どうさげ
る？／苅尾七臣（監）

・BRAIN NURSING 2011 年夏季増刊　病態生
理から考える脳神経疾患看護ポイント Q ＆
A200 ／小笠原邦昭（監）

・臨床心理学増刊第 3 号スクールカウンセリ
ング経験知・実践知とローカリティ／村山正
治（他編）

・こころの科学 HUMAN MIND SPECIAL ISSUE 
2011 入門 子どもの精神疾患悩みと病気の境
界線／山登敬之（他編）

近森会
大運動会

　9 月 11 日（日）、高知県立大学池キ
ャンパス体育館で第 19 回「近森会グ
ループ秋の大運動会」が行われました。

チーム対抗綱引き「ファイト一発」より 「子供責任リレー」位置について！！

「みんな頑張ってよーいどん！」より


