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　2010 年の春からスタートした 5 カ年計画は、3 年近くが
経過しました。高齢社会の到来や医療の高度化によって業
務量は増大し、従来の医師、看護師中心の少数精鋭の医療
では対応できず、多職種による多数精鋭のチーム医療で対
応しなければならない時代となりました。そのため、高度
医療にも耐えられる設備投資と、患者さんの治療空間の拡
大も求められ、ハード面での全面的な見直しをせざるを得
ず、今回の増改築が始まりました。
　2011 年 4 月の管理棟の完成に続き、11 月には外来セン
ターがオープン、完全予約専門外来として専門性の高い外
来診療を行なっており、ER での救急対応と相まって、急性
期病院としての外来のあるべき姿を追求しています。

高知県で初となる SCU
　2012 年 4 月 1 日には北館病棟が完成。県内初となる脳
卒中専門の SCU（Stroke Care Unit）を 15 床設置し、脳外
科と神経内科の先生方が多職種とのチーム医療を通じて、
脳卒中の質の高い医療を展開しています。HCU16 床も整備
され、検査機器も完備、小規模ですが急性期医療に耐えら
れる病棟になっています。本館病棟が完成すれば、超急性
期医療を補完する病棟となります。

新館のサポート機能を担う管理棟別館
　7 月 1 日には管理棟別館が新館北側に完成、この建物は
小規模ですが、本館解体中の施設の受け皿として機能し、
新館への電力供給も行なっています。1 階には医療廃棄物
保管庫やゴミックなどが設置され、超急性期医療を担う新
館のサポート機能を担う建物になります。

高機能な病院として全面的な改築を行った新館
　外来センターと北館の完成後は新館の耐震工事や改築を
行ない、7 月 31 日には検査部門が 3 階へ移転、最新機器
の導入とともに、高精細な検査や緊急検査、難しい治療や
処置に対応できる環境を整えました。1 階では ER の拡充に
合わせ CT、MRI の移設に伴う機器の更新を行ない、より効
率的な救急医療が展開できるようになりました。8 月 18 日
には 4 階に救命救急病棟と ICU が移転、すべて 2 対 1 の看
護体制を行なっています。多職種が病棟に常駐してチーム
医療を行なうと共に、ハード面では世界標準の構造設備に
なりました。
新館 2 階に手術室を新設
　8 月 27 日には新しい手術室が運用を開始、７室の手術

室は広く使いやすくなっています。新たに手術室映像配信
システムを導入、手術室内のあらゆる画像、映像を処理し、
他の部署への配信や編集保存が可能になりました。手術室
は急性期医療の中核であり、手術室のハード、ソフトの充
実が、これまで以上に求められています。

新本館の建設
　11 月 19 日には新本館の起工式が行なわれ、完成すれば
免震構造の地下 1 階、地上 13 階、屋上にヘリポートを有
する建物となります。1 階は ER が拡充され、2 階には 4 室
の高機能手術室が加わります。3 階は外来センターと陸橋
で結ばれ、血管造影や内視鏡センターを有する総合的な検
査フロアとなります。4 階には CCU 18 床が開設され、4 階
フロア全体で 54 床の高規格病棟となり、5 階は脳卒中対応
の SCU 30 床の専門病棟となります。再来年の秋頃には全
館フル稼働になる予定で、高度救命救急医療を担う近森病
院にふさわしい医療を展開できるよう、スタッフ一同、2
年後の体制作りを考えた取り組みをしていただきたいと思
います。

夢のプロジェクト
　みんなの青春の思い出がいっぱい詰まった江ノ口川南の
ボウルジャンボ跡地を利用させていただくことになり、現
在、近森リハビリテーション病院を新築移転すべく基本設
計に入っています。地上 8 階建ての免震構造を有する建物
で、すばらしいリハビリテーション病院ができると期待し
ております。
　リハ病院移転後は、近森オルソリハビリテーション病院
が入りアメニティも改善、本院に隣接して急性期とのより
密接な連携がこれまで以上に図れるものと考えています。
オルソリハ病院の建物は、現在メンタルリハで行なってい
る精神障害者の在宅サポート機能と、障害者福祉サービス
センター「ウェーブ」の精神障害者を中心とした社会復帰、
就労支援機能を統合し、障害があっても地域で自立して楽
しく暮らせるよう、支援できる施設をと考えています。

本来あるべき医療を提供
　病院は地域住民のための公的な存在であり、医療の質を
上げ、患者さんにとっていい医療を提供し続けることが病
院の使命だと考えています。今後も近森会グループは自己
変革を続け、県民、市民に本来あるべき医療を提供し、新
しい日本の病院モデルを目指していきたいと考えています。

近森会グループ理事長　近森  正幸

新しい日本の
　　病院モデルを目指して
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型肝炎であることが判明しました。こ
の発見を受け、世界に先駆けて日赤は
89 年 12 月より輸血スクリーニングを
開始し、その後の精度向上により輸血
後Ｃ型肝炎の発症は激減しました。し
かし HCV 保菌者は 200 万人近くに増
えており、肝硬変・肝癌に高率に進行
することから、治療法の発見が急務で
した。

◦インターフェロン (IFN) 治療による
ウイルスの排除と肝発癌の抑制

　HCV 発 見 前 の 1986 年 に 非 A 非 B
型肝炎に対して IFN 治療が有効である
ことが海外で報告され、日本でも臨床
試験が始まりました。肝庇護剤が効か
ず肝機能高値が続いていた初期肝硬変
の女性に参加を勧め、IFN 治療を半年
間したところ肝機能が持続正常化し、
6 年後の肝組織では線維化がほとんど

　1989 年にＣ型肝炎ウイルス（HCV）
が発見されましたが、特に最近のＣ型
慢性肝炎の研究と治療の進歩はめざま
しく、数年後には経口剤にて 90％以
上の患者さんが治癒する時代になって
きます。この治療の歴史と進歩につい
て御紹介します。

◦非Ａ非Ｂ型肝炎ウイルスから
Ｃ型肝炎ウイルスへ

　1982 年に医師として最初に担当し
たのは、非Ａ非Ｂ型慢性肝炎の入院患
者さんでした。当時は原因不明のため
根本的な治療法がなく、安静と肝機能
改善剤による対症療法を行うだけで、
肝機能の値に患者さんと一緒に一喜一
憂していました。
　1989 年にＣ型肝炎ウイルス（HCV）
が発見され、輸血で感染する非Ａ非Ｂ
型と呼ばれていた肝炎のほとんどがＣ

Ｃ型慢性肝炎（前編）

近森病院消化器内科

　　　　　主任部長　榮枝  弘司

◦ 医療今昔物語 ◦  消化器内科   1

歳時記1月 の
近森病院医療相談室
医療福祉部ソーシャルワーカー

三浦   梢

梅

なくなっており、その効果に驚きまし
た。というのも当時は肝硬変の線維化
が改善することはないと言われていた
からです。
　1992 年 IFN の 24 週間投与が C 型
慢性肝炎に保険適用され、約 30％で
ウイルスを排除できることが分かり、
IFN 治療が一気に広がりました。それ
まではＣ型慢性肝炎は治癒することは
ないとされていたので、約 30％も治
癒することはその当時としては画期的
で、私も前任地で 1992 年から 1995
年にかけて約 220 人の患者さんに IFN
治療を行い、約 36％の患者さんでウ
イルス排除 ( 著効 ) ができました。ウ
イルスが排除出来た患者さんでは、発
癌率が極めて低率になることも判明し
ました。当院でも、これまでに著効し
た患者さんで、IFN 終了 5 年以降で肝
癌を発症した患者さんは投与前肝硬変
であった１人だけです。
　その後の研究で、HCV には 1a、1b、
2a、2b などの遺伝子型があり、日本人
の約 7 割は IFN が効きにくい遺伝子型
1b であり、効きやすい 2a、2b は 3 割
であることがわかりました。ウイルス
量も関係しており、遺伝子型 1b かつ
高ウイルス量の患者さんへの IFN 単独
投与では、著効率が数％にとどまるこ
とが判明し、難治例と言われるように
なりました。この難治例の治療成績の
向上を目指して、世界中で研究が進め
られました。

さかえだ　ひろし

　「梅は百花にさきがけて咲く」
といわれるように、寒い冬をじっと耐え
て春の訪れをいちばんに知らせてくれる
花です。江戸時代以降は花見といえば
もっぱら桜の花を見ることとされていま
すが、奈良時代以前には「花」といえば
梅を指すことのほうが多かったとのこと
です。寒い冬の朝に梅の小さな花や優し
い香りに気づくと、春を想って少し温か
い気持ちになります。  　みうら　こずえ

　「悪銭身につかず」という箴言があ
りますがそれに似た物言いで「良い
習慣は身につきにくく、悪い習慣に
はすぐ染まる」があります。「習慣」
は「習って慣れる」というように努
力して同じことを何百回も繰り返し
て初めて体が覚え
るようです。
　「3 千回同じこと
を繰り返えせば身
につく」といった
プロ野球選手もい
ますし、先日のハー
ト セ ン タ ー 10 周
年記念講演をされ
た順天堂大学心臓
外科天野篤教授も

「 手 術 の 7 割 5 分
は無意識に手が動いて終わる」と最
近のインタビューで述べられていた
ように、習慣とは同じことを繰り返
して究極的には無条件に体が反応す
ることかも知れません。
　その習得には並大抵の努力では不

十分かも知れません。良い習慣が身
につけば仕事はスムーズに進めるこ
とができ、また他人に迷惑をかける
ことも減るはずです。医療安全ある
いは診療録管理の委員会活動をして
いて、身について欲しい習慣があり

ます。例えば配信
されたメールは必
ず見る、使った電
子カルテは必ず終
了 し て 席 を 離 れ
る、サマリーは期
限 内 に 記 載 す る、
などです。
　 最 近、「 江 戸 し

ぐさ」といわれる生活のなかで活か
す習慣－例えば傘をさしていてすれ
違う時にはお互いが傘をかしげるし
ぐさ－が取り上げられることも多く
なりました。皆が生活のなかで気持
ちよく過ごせる習慣ですね。
　習慣づけの第一歩は座った椅子を
元に戻すことです。習慣の持つ力を
信じましょう。

3私の流儀

近森病院神経内科
主任部長

山
やまさき

﨑 正
まさひろ

博

良い習慣、悪い習慣

絵・総務課
広報担当
公文幸子
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た際、「迅速な対応ができにくい」と
の声が聴かれました。蘇生処置の対応
に遅れを生じないためにも、同一機種
で収納場所や使用物品を同じにするこ
とを望むものでした。
　院内統一が望ましいとの考えは、医
療安全や医療の質の面からも言われて
いることであり、院内の心肺蘇生委員
会・救急委員会に提案しました。救急
カート新規購入の決定をうけ（全病棟
統一）、物品・薬剤の再検討も行いま
した。合わせて、ME 室の協力を得て、
バックバルブマスクなどの滅菌物を中
央管理にし、使用後は物品交換としで
きるだけ救急カートには余分なものを
詰め込まないようにしました。
　現在の物品や薬剤が絶対ではなく、
運用しながらまた意見を集め、迅速な
蘇生処置ができるよう、環境面での整
備にも力を注ぎたいと考えています。

わだ　みちこ

た。各部署の現状を知るため、病棟に
でかけ聞き取りおよび現物確認をした
ところ、以下の問題点が上がってきま
した。
 ・物品がカートの引き出しに収納しき
　れない
 ・カートが大きく病室で使いづらい
 ・使用しない薬剤もある
 ・薬剤の種類がいつの間にか増えている
 ・開けづらい扉があり無理に開けて破
　損している
 ・部署が違うと収納場所が異なり見づ
　らい、機種も違い戸惑う
　とくに部署により収納場所が異なる
ことは、緊急コールで応援に駆け付け

近森病院救命救急センター
　　　救急看護認定看護師
　　　　　シニア看護師長　和田  道子

救急カートの統一で迅速な救命処置を！
－環境面からのサポート－

 看 護 部 キラリと光る看護 part2

　私事ですが、昨年秋に長男が誕生し一
児の父親となりました。立ち合いはしな
いといっていたのですが、成行き上立ち
合うことになりました。生まれる前日私
は夜勤で、助産師さんからは「今晩でしょ
うね」といわれており、後ろ髪を引かれ
る思いで仕事に出かけたことでした。夜
勤中連絡はなく、勤務終了後急いで病院
に駆けつけると病院スタッフが歓声を挙
げ、皆が「すごい、間に合った。赤ちゃ
んが父さんを待っていた」といっていま
した。「奥さんも一人で頑張っていました
よ」とのこと。これで逃げたら男がすた
るでしょう。
　早いもので、あれから二カ月ほどが経
ちます。生まれる前、私はよく冗談で「も
し万が一、私に何かあっても弘（長男）
がいるから大丈夫、残りのことはきっと
息子がやってくれるから」などといってい
ました。実際にズシリと重い我が子を抱
いていると、何だかそれを思い出します。
私は特別偉業を成し遂げてはいません
が、子供には何かしらそんな期待を持っ
てしまうものなのでしょうね。私も長男
で、今ならかつての両親のそんな気持ち
も想像できるようになりました。もしそう
であれば、まだまだ何もやってないなと
思うばかり。ちょっと看護書でも開いて
みますね（笑）　　　　しまくら　みつる

リレーエッセイ

親心？
近森病院北館 HCU 看護師

島倉  充

　看護部の制服チェンジと同時期に、介
護福祉士もワークウェアに変更しました。
看護師と密に連携して、患者さんの身体
的なケアはもちろん、精神的な支援も行
う患者さんにいちばん近い職種です。機
能性に優れたワークウェアによって、より
活動性に磨きがかかりました。
　患者さんが在宅に帰れるように、多施
設との情報交換はもちろん、家に帰って
からの介護指導など、よりその人らしい
生活ができるよう支援を続けています。

「患者さんからいただく感謝の言葉が、
何よりのエネルギーになります」という
介護福祉士たちは、今日も患者さんの心
の声を聴き、患者さんの笑顔のために奮
闘しています。

メディカルスタッフ・ワークウエア 7　

　私が認定看護師になり最初にうけた
相談は救急カートに関する相談でし

▶救急カートと
▼その引き出しの中身

◦● クリスマスコンサート ●◦
高知コーラス合笑団さんが今年もクリスマ
スコンサートにきていただきました。

12 月 8 日、近森病院第二分院、近森リハ病院、近森オルソリハ病院の３病院で行われました。

モデル・明坂洋介さん、寺川幸さん



4 No.318 ／ 1月号

　2012 年 12 月 16 日、総合あんしん
センターで 224 名の参加を得て、第
20 回高知中央医療圏脳卒中地域連携
の合同会合が開催されました。
　症例検討会では、脳卒中の患者さん
は一年間でこんなにも多くの人が関わ
りこれほど変化していくものかという
ことを感じました。引き続いて行われ
たトヨタ記念病院　岡本泰岳先生の講 があり、病院間から地域全体での連携

向上に向け、走り出した印象でした。
ご協力いただいたみなさまに感謝申し
上げます。

たかはし　きよし

高知中央医療圏脳卒中地域連携の会
第 20 回合同会合「症例検討会／講演会」

224 名の参加を得て
高知中央医療圏
脳卒中地域連携の会事務局
　近森病院脳神経外科部長　高橋  潔

　観光、ファッションの中心地　トリノや
ミラノがあるエリアといえば、ピンとくる方
も多いのではないのでしょうか。北イタリ
アのワイン産地は、ピエモンテ州、ロンバ
ルデイア州、ヴェネト州など代表に、スター
的存在のワインを多く造り出しています。
　イタリアは、独自のぶどう品種が何百
もあるといわれていますが、このエリアに
限っては、フランス、オーストリア、スロ
ベニアなどと地続きのため、その国の文
化や、作付けされているぶどう品種や、ワ
インのスタイルも何らかの影響を受けてい
るといって過言ではありません。
　また 20 年ほど前に起きたイタリアワイ

ン・ルネッサンス。そのな
かで代表的な流れは、ピエ
モンテ州を舞台に「バロー
ロ」を造る生産者が、ワイ
ン法や伝統に縛られないで
ワイン造りを行ない、フラ
ンス流ともイタリア流とも
いえない独自のスタイルを
築き、世界中から高い評価
を得ました。そして、その
流儀は大きな波となってイ
タリア全土に広がりました。

鬼田  知明（有限会社鬼田酒店代表）

北イタリアのワイン産地

ワイン講座  ◦ 7

演会ではトヨタ流の
カイゼン、現地現物
主義の神髄をお聞か
せいただけました。
　医師会副会長の寺
田先生や、行政から
は高知県健康政策部
医療政策・医師確保
課中村企画監の出席もあり、地域全体
で脳卒中の連携を高め患者のよりよい
QOL を目指すという雰囲気が醸成さ
れていました。
　また、ケアマネジャー 21 名の参加

お 知 ら せ   医療従事者対象

バルベーラ・ダスティ 2006 ／トリ
ンケロ／飲み頃になって出荷する数
少 な い 生 産 者。 イ
タリアワイン入門
編としてどうぞ。

◆第 106 回地域医療講演会
　「脳神経外科からみた最近の脳卒中治療」
　群馬大学大学院医学系研究科
　脳神経外科学分野教授　好本裕平先生
　日時：平成 25 年 1 月 17 日（木）

19:00 ～ 20：30
　会場：ザクラウンパレス新阪急高知

（旧高知新阪急ホテル）3 階蘭の間
◆第 107 回地域医療講演会
　「現代医学の病名・病態から

漢方薬を Choice する
～明日からすぐ使える漢方講座～」

　十全総合病院内科医長　浅羽宏一先生
　日時：平成 25 年 2 月 19 日（火）

18：30 ～ 20：30
　会場：近森病院管理棟 3 階会議室 1

詳細は近森病院ホームページ（http://www.chikamori.com/）へ
① ＥＲ部門　　　「ワクワクドキドキの救命救急センター１日体験コース
　　　　　　　 　　＆ちょっとだけ…、覗いてみたいな ER 半日体験コース」
② 整形外科部門　「見て・触れて・着けて　わくわく体験ミステリーツアー」
③ 脳卒中部門　　「脳卒中看護を急性期から回復期まで、まるっと体験！」
④ 精神科部門　　「楽しい精神科看護　～とびっきりの冬季体験コース」

看護部
◦

インターンシップ
◦

受付中！

職員
旅行

九州湯布院に行ってきました

ドイツの
シャルロッテンブルク
宮殿の前で

▶講演中の岡本先生
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ハッスル研修医

画 像 機 器 の 今 昔 　2ザ・ＲＩＮＳＨＯ 7

　英国エリザベス女王が来日した昭和
50 年、同じ英国から頭部用 EMI スキャ
ナー ( 頭部用 CT 装置 ) が日本に輸入
されました。レントゲン博士が発見し
た X 線によってエジソンは自分自身の
脳が見られると考えたそうですが、こ

近森病院画像診断部
　診療放射線技師長　髙橋  宏幸

の EMI スキャナーが登場するまで脳
は画像化できなかったのです。
　EMI スキャナーの撮影時間は 1 回転
5、6 分かかっていました。現在では
1 回転 1 秒以下という短時間で画像が
得られ、広い範囲を短時間で、その上
より少ない X 線量で撮影する技術を各
社競っています。その技術は撮影領域
を動きのない脳から動きのある心臓へ
と広げました。
　CT 画像の進歩は、撮影データを利

用して三次元画像が作成できるように
なったことでしょう。手術や治療、診
断の支援画像として必要不可欠とな
り、当院では 2001 年、高知県初の
8 列 CT 装置と画像処理ワークステー
ションが導入されて、本格的な三次元
画像への幕開けとなりました。
　次回は、最新 64 列 CT 装置とその
画像のご紹介をいたします。お楽しみ
に。

たかはし　ひろゆき

CT 装置（その１）

　高知大学とのたすきがけで 1 年目を近
森病院で研修させてもらっています。現
在は循環器内科をローテートしており、
毎日熱い研修を受けています。
　４月の時点では本当に何もできません
でしたが、今になると少しずつ仕事も分
かってきて、忙しいながらも充実した日々
を送っています。（相変わらず今もほとん
ど役には立てませんが……）
　最初に麻酔科、次に整形外科、ER と
回っていて、内科を回り始めたのが 10
月と皆より遅れてスタートしており、はじ
めは病棟業務が全く分からずに苦労しま
した。そんななか色々な人に助けられて
ここまでやってこられたのでよかったと
思います。
　1 年目は救急疾患を中心に忙しい環境
で研修をしたいと思い、近森病院を選
択しました。救急車のサイレンにも慣れ、
診察や検査を行っていく過程はとても勉
強になり楽しいです。たまにたいへんな
時もありますが、そんな場面も乗り切る
ことができれば成長につながると思いま
す。近森病院の研修も折り返し地点を
過ぎましたが、残りの期間も頑張ってい
きたいです。

しおた なおふみ

毎日熱い研修

初期研修医　塩田 尚史

髙橋技師長の心臓 64 列の CT 画像

忘年会

院 外 エ ッ セ イ

　私の母は平成 22 年７月、明治、大
正、昭和、平成と激動の時代を生き抜
き、98 歳５ヵ月の生涯を閉じた。
　ハタチで嫁ぎ 25 歳で未亡人となっ
て以来、女手ひとつで私を育て、その
うえ私達夫婦は共働きであり、この時
代託児所はなく、三人の孫を母親以上
に面倒をみてくれて、78 年間母と私
は互いに助け合いながら仲良く暮らし
た。
　90 歳を過ぎた頃から心配で足腰の
鍛錬に家の裏にある空き地を散歩さ
せ、毛糸でたわしを編むことや、洗濯
物の後片付けをして、一日の献立を記
録させていたが、何となくゴロゴロす
ることが多くなってきた。
　転機の訪れたのは、平成 17 年３月
兵庫県に住む娘の家の階段から落ちて
肋骨を折り、入院したときからである。
　「昔人間」のため魚・鶏肉と野菜以
外は口にしなかったので、看護師さん
から「嫌いなものは言ってください」
の言葉には、恥ずかしくて嫌いなもの
の一部しか言わなかった。
　いちばん最初に牛乳が出てきて困っ

たが、案ずるより実践とそのままにし
たら「美味しい」と言って飲んでくれ
た。カレーライスやその他の肉料理も
食べた。
　入院中に介護の認定を受けるように
と勧めてくれたので、退院してすぐ認
定を受けて、デイサービスにお世話に
なり始めた。
　大好きなデイサービスから帰宅した
ら一日の様子を生き生きと話してくれ
た。休日には脳を鍛える大人のドリル
をした。計算ドリルは速くて正確にで
きるが、音読と漢字は、難しくて半分
もできないので嫌いであった。亡くな
る一カ月ほどまえ音読ドリルが何日分
も満点であるので不思議に思いそっと
部屋を覗いてみると、巻末に出ている
答えを一生懸命写しているのには驚い
た。
　最期まで、要介護１で自分のことは
自分でできるし、お箸を使っての食事
はもちろん、トイレも、お風呂も自分
で入り、普通の暮らしができたのはデ
イ・ケアのおかげと感謝の気持ちで
いっぱいである。

1932 年 6 月高知市生まれ。
1945 年 4 月県立高知第一高等女学校入学。
1951 年３月高知県立高知追手前高等学校卒
業。1951 年４月高知郵便局勤務。1992 年
８月高知中央郵便局退職。

最期までいつもの暮らし
公文  公子
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　秘書課

　竹内 朋美

ラクに
おなかいっぱい

お弁当拝見 10

　本日の私のお弁当は、豚肉と野菜の炒
め物、ナスの揚げ浸し、ブロッコリー、だ
し巻き玉子、おにぎりです。いつもはもっ
と茶色いお弁当なのですが、今回はひろっ
ぱに載るということで、彩りを考え赤パプ
リカを使ってみました。
　お弁当に関して 3 つのこだわりがありま
す。まずは、お肉を入れること。お肉の
ない食事はお腹がはりません。次に、お

弁当箱は 2 つ。1つではお腹がはりません。
そして、ラクに準備できること。月の半分
を占める早番の日は 6 時半には家を出る
ため、朝に出勤の準備・家事・お弁当作
りをするとなると、独身の身でものんびり
タイプの私は 4 時台に起きなければなり
ません。それは避けたいので、今の寒い
時期は前日に夕食と一緒に作るか、夕食

後の隙間時間に作り、冷蔵庫で保存して
います。もちろん、お弁当を作らず食堂や
売店を利用することもよくあります。
　ところで今回のお弁当、彩りに気をとら
れブロッコリーの味付けを忘れました。ま
あ、健康のための減塩ということで…。

たけうち　ともみ

　2012 年 10 月より、従来のペース
メーカに加え、条件付き MRI 対応ペー
スメーカが使用できるようになりまし
た。ペースメーカの機能自体は、従来
のものと変わりありませんが、「ある
一定の条件」が整っていれば、MRI 検
査にも対応できるというものです。
　今後、新たにペースメーカ治療が必
要になった方が、MRI 検査を必要とす
る場合は、この条件付き MRI 対応ペー
スメーカが有用と思われます。今回の

「MRI 検査施設認定」は、私たち近森
病院が、このような患者さんに、「適
切に、安全に、MRI 検査を実施できる

施設である」という認定です。
　「ある一定の条件」には、MRI 対応
ペースメーカを装着していること、
ペースメーカやリードコンディション
が良好であること、適切な撮影条件で
MRI 検査が行えることなどが条件にな
ります。条件の確認には、看護師、臨
床工学士、放射線技師、循環器科医師、
放射線科医師など多くのスタッフがそ
の役割を担うことになります。
　今回、「MRI 検査施設認定」にあたっ

ては、検査の手順や役割を明確にする
ため、浜口看護師、吉永看護師、濵渦
臨床工学士らと院内パスを作成しまし
た。今後も、一人ひとり、多くの患者
さんに対応できる近森病院であり続け
たいと思います。

　　かなめ　のりよし

四国で認定第1号！

近森病院循環器内科
　　　　　　　科長　要  致嘉

12 月「クリニカルパス学会」のランチョンセ
ミナーで講師を務めた 3 人で。左から吉永主
任シニア看護師長、濱口看護師長、筆者

近森リハビリテーション病院◦オープンホスピタル

　12 月 1 日（土）、第 1 回目の近森
リハビリテーション病院オープンホス
ピタルを開催し、91 名の参加があり
ました。
　今回のオープンホスピタルは当院で
働く全職種が参加し、企画運営しまし

た。病院見学、就職説明に加え、「脳
を知る」「座り心地」「ベッド・車椅子
介助」「安全に美味しく食べる」の体
験ブースを設置し、病院での仕事は、
多職種が協働して行っていることを体

験してもらいました。
　参加者全員からアンケートで、参加
して良かったとの言葉をいただき、な
かでも「やさしく教えてくれた」「説
明がわかりやすかった」「丁寧な説明
に感動した」等、スタッフに向けての
好感想を多くいただきました。
　今回参加していただいたみなさんと
いつの日か一緒に働けるよう願い、次
回開催に向けてより魅力的な会にして
いくよう努めます。　　うちだ　ようこ

近森リハビリテーション病院
事務長　内田　陽子

全職員で企画、開催

チカモリ
シネマクラブ

監督：アルフレッド・ヒッチコック／公開：
1958 年（米）／一見サスペンス風、実際
はラブストーリーという展開です。髪型
と 服 装 で いか
に女 性 が 変わ
っていけるかを
見 る の も 楽し
みな映画です。

第 18 回「めまい」（128 分）

★ ★

日時：2013 年 1 月 17 日（木）18：00 ～ 
場所：管理棟 3 階 大会議室 3（西）
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近森病院リハビリテーション部
部長　国澤  雅裕

近森オルソリハビリテーション病院
理学療法科科長代理　塩田  直隆

近森リハビリテーション病院
作業療法科科長補佐　矢野  勇介

近森リハビリテーション病院
リハビリテーション部

部長兼地域支援部部長　小笠原  正

近森病院作業療法科
主任　田村  美穂

心機一転

まずスタッフと対話

新たな気持ちで

調整役として

緊張感を持ちつつ楽しむ

　気づくと 7 年目の勤務となりました。こ
の間、井手元科長が長崎に帰られた後の
リハ病院理学療法科を引き継ぎ、オルソリ
ハ病院の立ち上げが決まるとその当初から
関わらせていただき、あっという間に 5 年
が経過しました。今回松木統括部長の命
を受け近森病院に戻りましたが、7 年振り
の職場は 93 名の大所帯、リハ病院から一
緒に移動した川渕科長補佐と共に、顔と
名前を覚える苦労をしています。自分の役
割はひとえに「スタッフが働きやすい、自
己実現が出来る職場の構築を図る」こと
と思っているので、スタッフと対話するこ
とから始めていきたいと考えています。

くにさわ　まさひろ

　主任としてリハビリや業務管理、教育と
いった業務に携わってきました。今までは
周りのスタッフに支えてもらいながら自分
なりに成長してきたつもりですが、自分自
身まだまだ不十分な部分もあり、今回の
辞令で新しい環境に変わり、役割もより重
要になってくることで不安を感じています。
慣れない業務に右往左往し、周囲のスタッ
フに助けてもらいながらの毎日です。これ
からは、助けられる側から助ける存在へと
日々精進していきたいと思っています。同
時に働きやすい職場作りや頼れる存在とし
て気持ちを新たに邁進していきたいと思っ
ています。

しおた　なおたか

　就職して 12 年が経ちますが、今まで部
署内外を問わず諸先輩方や周りのスタッフ
の方々に支えられながらここまでこられた
と思っています。
　これからは、今までの経験をいかし科
長をサポートしながら、新たな気持ちで自
分にできることを一つずつ行っていきたい
と思います。まだまだ微力ではあります
が、少しでもスタッフが働きやすくやりが
いを持ち楽しく仕事が行える職場となるよ
う日々精進していきます。

やの　ゆうすけ

　2010 年 6 月に近森リハビリテーション
病院にある在宅部門の見直しにより、地
域支援部部長を拝命しました。この度は
近森リハビリテーション病院のリハ部長を
拝命し、回復期と生活期の両時期におけ
るリハ部門の業務を調整することとなりま
した。
　以前は、回復期から生活期へ途切れの
無いリハサービスを提供するため、在宅部
門の調整を行うことが大きな役割と考えて
いましたが、今後は近森リハ病院におけ
るリハ部門の調整役としても頑張りたいと
思っています。　　　おがさわら　ただし

　就職して4 年が経過し、患者さんやたく
さんの職員の方々にさまざまなことを教え
ていただき支えられ、とても感謝しており
ます。まだまだ未熟で発展途上な自分に
今回いただいた役割が担えるのか不安も
ありますが、一方で自分のワークライフや
ＯＴとしての成長にどのように繋げていけ
るか楽しみも感じています。部署内や他
部署との日々の業務が円滑に進むよう、力
不足ですが努力していきたいと思っており
ます。 　　　　　　   　　  たむら　みほ

乞！熱烈応援

　近森会のリハ部は、所属する理
学療法士 185 名、作業療法士 84 名、
言語聴覚士 31 名、臨床心理士 3 名
で、300 名を超える人数になりま
した。
　今回施設ごとの特長を活かした
リハサービスの質と向上を目指し
た運営を構築していくために、近
森病院と近森リハ病院にリハビリ
テーション部部長を配置した、新
たな組織体制となりました。

まつき　ひでゆき

リハビリテーション部統括部長
松木  秀行

リハビリテーション部の
組織体制について
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私の趣味
薬剤部薬剤業務補助員　山崎  亜里紗

　近森会に勤めてもうすぐ 3 年目になりま
す。普段は薬局で調剤や事務処理など、
薬剤業務補助員として薬剤師さんをサポー
トできるよう努めています。
　さて私の趣味は、なんといっても音楽で
す。中学でトロンボーンを吹き始めてから
ずっと続けています。今は働きながら地元
で開かれる演奏会に参加したりして活動を
続けています。最近では、ある病院で高
校時代の部活仲間 5 人で演奏する機会が
ありました。ご老人向けに童謡や唱歌を
中心に選曲し、5 重奏にアレンジして演奏

しました。こんな風に、楽器
を続けることで音楽を通して出会った人た
ちとずっと繋がっていられるのは嬉しいこ
とだなぁと思います。
　今、1 月末にあるオーケストラの定期演
奏会に向けて練習しています。今回は世界

趣味は、音楽！！

　2012 年 10 月 6 日から 1 週間、GE 
ヘルスケア主催のアメリカ研修に参加
してきました。
　前半はニューヨーク郊外にある GE
の 企 業 内 大 学 で あ る John F.Welch 
Center（通称 Crotonville）で GE の経
営手法について学びました。GE は世
界中に 30 万人の従業員を持ち、人材
や組織の強化＝会社の成長であるとい
う考えのもと、リーダーシップ開発
といわれる人材育成に年間 10 億ドル
もの投資をしています。人材を評価
する際にはパフォーマンス（業績）と
バリュー（どのように行ったか）とい
う二つで評価しており、バリューを重
視することにより全社員に共通の倫理
観、慣習を確立させて企業文化を育ん
でいったそうです。
　また、社員のやる気を引き出し、階
層、境界のない組織作りのための手法
として、ワークアウトというものを学
びました。トップから指示された事項
を小さなグループを作り効率的に話し
合いをすすめる即決型の問題解決手法
です。そのなかで高い効果を出すため
の方程式として Q（計画のクオリティ）

× A（社員の受容度）＝
E（効果、結果）という
ものがありました。クオ
リティだけを求めても社
員の受け入れが悪いと良
い結果が得られないこと
になります。職員の受容

度を高める手法としてぜひ実践してみ
たいと思いました。

　後半はニューヨーク州のボンセコ
アーズ病院（慢性期病床）とペンシル
ベニア州の UPMC（ピッツバーグ大学）
子供病院に見学に行きました。UPMC
子供病院は全米でもトップクラスの IT
先進病院として注目されている病院
で、院内のみならず地域のかかりつけ
医とも IT ネットワークで結ばれ、テ
レビ電話での診療が行われていまし
た。高知県も郡部の医療過疎が深刻な
問題として取り上げられていますが、
そういった問題を解決する糸口の一つ
になるかもしれないと感じました。
　今回の研修で今後の仕事に生かせそ
うなたくさんのヒントを得ることがで
きるこうした機会を与えていただき、
ありがとうございました。

ちかもり　まさやす

的ヴァイオリニスト・五嶋龍さんをはじめ、
いつもより多くの一流演奏家の方々との共
演となっているので今からとても楽しみで
す。精一杯頑張ります！よかったらぜひ聴
きに来てください♪　 　やまさき　ありさ

GE Japan Exective Program 2012
に参加して

近森病院消化器内科
　　　　　　　科長　近森  正康

出 張 報 告

後列左から、菅根裕紀①、佐島和晃①、古曽部和彦①、田井龍太①、根岸正敏⑤　近森正幸理
事長②、山内学⑤、川久保和子③、佐々木美樹⑤、鄭明守⑤、西田幸司⑤、楠目祥雄⑤
前列左から、吉永富美③、田村裕彦④、林夕起④、五藤綾美④、重清知子①、久保田聰美③、
和田恵美子⑤、山本佳代⑤、小倉夢⑤
①コーチレジＲ１グランプリ受賞
チーム、②プレゼンター、③引っ
越しプロジェクトチーム、④健康
保険組合、⑤個人受賞

※１月 27 日（日）14 時開演、県立
県民文化ホール・オレンジホールに
てコンサートを開きます。

MVP表彰 ( 受賞者敬称略 ) 近森会グループ MVP

ハートセンター
MVP

後列左から、プレゼンター楠目祥
雄、川井和哉、入江博之。前列左
から、加藤史子、宮島功、西森久恵、
井上紗江、中島基善（日本光電）
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人物ルポ 275 ● 近森会オフィシャルカメラマン  岡本  明才さん

〈材料〉
 ・ハマチの切身　大きさにより２切れ～ 
　４切れ
 ・下味タレ
　酒　大さじ １　　　油　大さじ１
　おろし生姜 適宜
 ・仕上タレ
　酒・醤油・味醂 同量
　砂糖 ― 好みの甘さで
 ・ししとう　４～６本　付け合わせ用

〈作り方〉
① ハマチの切身に食塩をふり１０分程度
　おく
② 表面の水分をキッチンペーパーで取る
③ 下味タレに１０分ほどつける
④ 汁気を軽く取り薄力粉をまぶす
⑤ フライパンにオリーブオイルを引いて
　裏表各２分程度焼く
　※（ししとうを最初にさっと焼いて取出
　しておく）
⑥ 切身を取っておき、仕上げタレをフラ
　イパンで煮立たせる
⑦ 切身をもう一度フライパンに投入
⑧ 全体に照りが出るように煮詰める
⑨ 皿にししとうも盛って、さらに煮詰め
　たタレを切身にかけて完成

 〈食べる〉
　ブリより淡白なハマチだがメタボの私
にはぴったりの酒の肴である。よく冷え
た土佐の大吟醸などが良く合うと思う。
贈主の看護師は沖縄の男性と結婚して土
佐に引っぱり込んでいる。子供ももう高
校生と聞いている。両親の後姿を見て
育っているのだろうなどと思いを馳せな
がらの酒もオツなものである。

　毎年暮れになると須
崎市から通勤している昔
馴じみの戦 友のような
看護師（もちろん女性）
から、養殖ものの魚を
いただく。野見湾のもの
はほんとうに美味しい。

養殖の臭いも全
くなく、何よりも新鮮。今回
は先日いただいた

ハマチの照焼き

近森会管理部長　川添  曻

管理部長の

こだわりヘルシー美食 31 仕事と写真、
一手間を惜しまずに

下 2 点は沢田マンションギャラリー room38
の作品。水曜休廊。来春 1 ／ 24 ～ 2 ／ 5 個展予定

2012 年近森会忘年会の表彰式で、テキパ
キ指示を出す岡本オフィシャルカメラマン

東京で開いた最初の個展での代表作品
「camera  to  camera」（2008 年）

住まいを背景に

ふだんは近森病院のポーターをしてます !

絵・総務課広報担当   公文幸子

　「一体何者？」と思う人も多いだろ
う。病院内で彼を見たことがある人は

「医療スタッフ」としてだろうか、「イ
ベント撮影などを行うオフィシャルカ
メラマン」としてだろうか。どちらも
正解だ。
　彼は四国管財株式会社職員として、
近森病院でポーター業務（患者さんや
検体の搬送など）に当たっている傍ら、
近森会オフィシャルカメラマンとし
て、イベントに限らず CM 素材やホー
ムページ写真撮影など幅広く活躍して
いる。経歴はちょっと個性的だ。建築
現場でとび職をしていたかと思うと、
プロのカメラマンとしてスタジオで働
いていたこともある。
　本格的に写真を始めるきっかけは、
高知の残したい風景を展覧会で発表し
て単行本にする「高知遺産」プロジェ
クトに関わり、当時住んでいた東京で
巡回展のお世話をしたことだった。何
かを伝える手段としての写真の持つ力
に気づき、前後してピンホール技法の
写真をたまたま見たことで今度は撮り
方にハマり、次々作品を創り始めた。
自分の住む沢田マンションの部屋自体
をカメラに仕立てて 8 時間かけて撮影
し、そんな執念がやがて各地の個展へ

繋がり、来春は遂にニューヨークでの
個展も予定されている。
　そんな彼が心がけているのは「一手
間を惜しまない」こと。常にマニュア
ルモードで撮影するのは自分にしか
写せない世界を目指しているからだ
し、その為に 30 分前には現場入りを
して調整を行う。カタい表情になりが
ちな講師の撮影では、表情の変化に予
測を立てて一呼吸早くシャッターを押
すし、得意の集合写真ではテキパキ指 
示してザワつかないうちに撮り終える
ように心がけている。ポーター業務で
も、事前に病棟別、検査別に資料の色
分けしておくなど用意周到だ。「ちょっ
とした手間で、実業務の無駄が大幅に
省ける」のだそう。実はこれは友人で
ある料理人のアイデアを貰ったものだ
が、納得できる結果に繋がっていると
いう。他の人では撮れない写真を撮る
という意欲に溢れ、写真は人生そのも
のと、喜びいっぱいの毎日だ。
　ちなみに、「明才」は「あきとし」
と読むが、作家名では「めいさい」で
ある。どうぞお見知りおきを！
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のものがあります。
　NO.1 腰痛◦腰痛を訴える患者さんは大半が女性です。というの
も、アフリカの人たちの体型が影響しているようです。それは大
きく反った腰と、体重過多、そして生活習慣だと思われます。高
い腰、いわゆる理想的な体型をしているのですが、これが、前屈
で調理や洗濯をする生活習慣や体重の増加、運動不足などと相
まって、腰痛を患う人が多いと思われます。
　NO.2 骨折◦木から落ちて腕を骨折した子供や、交通事故によ
る骨折の患者さんが多い。問題は骨の癒合後の状態が良くないこ
とだと思います。日本のように手術ができないことや、術後、骨
折後のマネージメントが不十分
な場合が多々あります。
　NO.3 首の疾患◦小さいころか
ら物を運ぶ際に頭に載せていた
ために、首の疾患から手足のし
びれを訴える人が多いです。
　NO.4 脳性麻痺◦日本に比べ
出産時の医療が未発達なことも
あり、出産時に仮死状態で生ま
れて脳性麻痺になる子供が多い
ようです。新生児期に脳性マラ
リアを発症する子供も多々いま
す。
　NO.5 脳卒中◦糖尿病と血圧管理などの成人病疾患のマネージ
メントが十分になされていないためで、都市部では富裕層は食べ
る量が増え、脂っこく塩分高いタンザニアの食事で太る人が多い。
定期健診がないためか、高血圧からの脳卒中患者さんは 40 歳ぐ
らいの人が多い。その他さまざまな疾患の患者さんに対して、同
僚と共に協力しながら仕事をしています。
② ５S・KAIZEN 業務について
　これは５S・KAIZEN（ゴエス～整理、整頓、清掃、清潔、しつけ～、
改善）のことです。整理整頓やシステム管理ができないために仕
事の効率が悪い。まず受付がない。そのため、誰がリハビリを待っ
ているのか、終わっているのか、患者さんの家族は誰なのか分か

らない状態でした。理学
療法だけでも時間がかか
るのに、システムがしっ
かりしておらず、ゆっくり
患者さんと話ができない
ことにイライラが募る毎
日でした。アシスタント
ナースはいても、掃除や
物の補充といった雑用だ
けで、あまり機能してい
ない状況でした。そこで
患者さんの情報が分かる

Karibu Tanzania!
青年海外協力隊タンザニア通信第7号第 7 号 2012 年 10 月 1 日発刊

発行者 村上 野志夫（青年海外協力隊 平成 22 年度 3 次隊 理学療法士）
I N D E X yashio310@gmail.com

１）今月の一枚
２）活動について
３）首都ドドマの特産品

４）ゴゴ族について
５）今月のスワヒリ語「ゴゴ語」
６）NINAFIKIRI HIVYO
　   ～最近思うこと～

今月の一枚：Mazoezi ya redio

　さて今月の一枚は、「マゾエジヤレディオ？？？（Mazoezi ya 
redio）」の写真です。日本語に直すと「ラジオ体操」となります。
これは他の協力隊員とムワンザ州の高校を訪ねてラジオ体操をし
た時の一枚です。見知らぬ日本人がする、初めて見る運動を、生
徒が無邪気にしてくれる姿を見て、私たち協力隊員は感無量でし
た。みんな 17 ～ 22 歳の高校生たちです。こんなに素直な子たち
が大きくなれば、この国の未来は明るいなと思い、改めてタンザ
ニアに来てよかったと感じた瞬間でした。

活動について

　私が活動し始めて 1 年と 8 カ月が過ぎました。仕事には慣れて、
やりたいこともできるようになってきました。さて実際の活動内
容について、どんなことをしているか、少し紹介します。私の仕
事は最近 4 本柱です。
① 理学療法業務
　午前中は外来の患者さん。午後は入院の患者さんのリハビリを
しています。外来業務は月曜日と金曜日は子供の日で火、水、木
曜日は大人の日となっています。
　さて、実際どんな患者さんが来るかというと、「木から落ちて腕
を骨折した子供。牛に追突されて膝を痛めたマサイの戦士。スー
ダンで従軍中に足を骨折した軍人。頭にものを乗せて首を痛めた
ママ。太りすぎで腰を痛めたママ。家の炭コンロで火傷をした子
供。脳卒中で半身が麻痺した人。脊髄性結核を患った青年。エ
イズによる神経疾患を患った人。糖尿病で足を切断した人。
・お尻への注射で足が麻痺した人。クラブフットと呼ばれる先天
性の足の障害の子供。脳性麻痺の子供。脊髄損傷により足が麻
痺した人。背中をナイフで刺
されて足が麻痺した人。脳性
マラリアで意識障害と体の麻
痺を患った人。強盗に襲われ
て腕を切られた人。出産時の
影響で足が麻痺した人。服役
中に看守に殴られて足を骨折
した囚人。」などなど、患者さ
んの疾患は様々です。そのな
かでも多い疾患として、以下

子供のリハビリ

水を運ぶ

腰痛

腕の骨折後のレントゲン

ラジオ体操
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よう受付カードを作り、受付テーブ
ルを設置することを検討しました。
　まず受付カードを手書きで作成
し、徐々に配り始め、軌道に乗り
始めたらハンコの受付カードを作
成しました。そして受付業務台を
即席で設置。試行錯誤の末、よう
やくシステムが定着し、ついには
病院側から机をもらうことに成功
しました。文字にすると簡単ですが、システムを変えることのた
いへんさを実感しました。またシステム管理や、うまく仕事をし
ていくことについて話し合いをすることで、チームワークを感じる
ことができるようになってきました。
もう少しこのメンバーで仕事をすれば、もっといいものができるの
ではないかと思う毎日です。
③ ラジオ体操
　赴任当初、リハビリ中に患者さんに「腕を上げて～」と目の前
で動作を見せていてもどうにも伝わらないことがありました。最
初はスワヒリ語がうまく伝わっていないのかとも思っていました
が、少しずつ現状が見えてきて、ひとつの仮説を立ててみました。

「小さい時の運動習慣が少ないため、模倣などの動きが苦手なの
ではないか」。タンザニアでは学校での運動教育があまりありま
せん。ダンスは得意でも、運動をしたことがない人はたくさんい
ます。筋肉痛について知っている人もあまりいません。
　日本では 1928 年からラジオ体操が始まったように、学校で体
を動かす機会がたくさんあります。子供からお年寄りまでラジオ
体操ができるのは、実はすごいことなのではないかと思いました。
そこで、日本のラジオ体操のスワヒリ語版を作成し、患者さんや
病院の職員を対象に実施することにしました。現在、仕事後の 1
時間を使って理学療法室にきた人と一緒にやっています。どこま
で浸透するかが分かりませんが、運動の一つとして少しでも健康
増進につながれば、と考えています。将来もしかしたら、タンザ
ニアでラジオ体操が普及するかも、とはいい過ぎでしょうか。
④ タンザニアの理学療法士がやらないことをする
　私はボランティアとして活動をしており、週末や業務後は、私
生活が忙しい同僚の理学療法士よりも自分の時間があります。そ
こで、現地の理学療法士がやりたくてもできないことをしていま
す。それは、1. 患者さんのお宅を訪問し、リハビリという
よりは、お茶を飲みながら喋りに行く感覚です。2. 休日は
障害者施設や障害者の NGO 団体の見学。
　タンザニアの現状や現地の人の生活を知ることで、見え
てくること、できることがたくさんあることを学びました。

首都ドドマの特産品〜バオバブとワイン

　ドドマの特産品はバオバブのオイルと石鹸、そしてワイ
ンです。ドドマにはバオバブがたくさん生えており、その
実は食べることができます。またその種からは油を搾るこ
とができ、これが良質の油として、現地の人たちに大人気
です。タンザニアでは料理にも油をよく使いますが、身体

に塗っている人が多いのが
特徴です。継続して飲むこと
で痩せる効果もあるとのこと
です。ドドマに事務所があ
る日本の緑化 NGO・EGAJ（エ
ガジェ）でもバオバブ油を
抽出、販売しています。こ
の EGAJ には椿さんという日
本人女性がいます。彼女が
中心となりバオバブ油の抽

出や商品の販売を行っています。
　日本でアフリカのワインというと、まず南アフリカ産を思い浮
かべますが、ここタンザニアでは、ワインといえばドドマとなって
います。朝と夜の寒暖の差が大きいドドマでは、ブドウが良く育
ちます。そしてドドマにはイタリア人経営のワイナリーがあり、ド
ドマ産ワインが売られています。いつの日か日本でもドドマのワ
インが飲めれば……、帰国後の楽しみの一つです。

タンザニアの部族について

タンザニアには部族が 130 ほどあると言われています。それぞれ
が独自の言語をもち、それぞれの文化を持っています。その昔は
部族間の闘争などもあったらしいのですが、今では特になく、落
ち着いた日常があります。というのも、初代大統領のニエレレが
スワヒリ語で統一言語にしたからとも言われています。

今月のスワヒリ語〜ゴゴ語

　部族の言語は今でもしっかり使われています。ここドドマでは、
ゴゴ族がいて現地語はゴゴ語となります。この現地語はすごいも
ので、少し話すだけで、ゴゴ族との距離がぐっと近くなります。
皆さんもドドマに来られた際は、ぜひゴゴ語で挨拶を交わしてみ
てください。
　朝の挨拶「Mbkweni ？」（ブクウェーニ？）→「Mbkwa」（ブクワ）
　昼の挨拶「Mihanyeni?」（ミハニェーニ？）→「Misaa」（ミサー）
　夜の挨拶「Za misi?」（ザ ミスィ？）→「Suwanu」( スワーヌ )
　ありがとう「Sande」（サンデ）

NINAFIRI HIVYO 〜最近思うこと

　ここ最近、人とのつながりの大切さを感じます。仕事中に出会
う人たちはもちろん、街を歩いて友達と挨拶を交わすこと、患者

さんの家を訪ねること、教会に行くこと、街角の寄
合でコーヒーを飲むこと、いつもの市場で買い物を
すること。
　何気ない毎日のなかで本当にたくさんの人に出会
い、言葉を交わしているんだなと思います。そして

そんな毎日を楽しく
過ごしている自分に
気づきます。残りあ
と 3 か月となりまし
た。自分に出来るこ
とを、出来るだけ精
一杯がんばります。ドドマワイン

オイル & 石鹸

身体障害者施設にて
家庭訪問

家庭訪問◀脳卒中患者さんのリハビリ▼受付業務
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お め で と う
編 集 室 通 信

　今年度の職員旅行は 7 月の沖縄に始ま
り 3 月の南フランスまで 30 班の編成。参
加者数は約 1,100 人。ほぼ年中催行して
いることになる。おかげで皆旅慣れてい
る。海外でもフリータイムを存分に楽しむ
ために事前リサーチは完璧。……ふと思っ
た。これってもしかして人材育成？　どち
らにしてもスケールが大きいことに変わり
はない。　　　　　　　　　　  にゃ～ご

人 の 動 き 敬称略

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　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

　たにぐち　りな　①臨床
栄養部管理栄養士②室戸市
③武庫川女子大学④臨床栄
養部では珍しい高知出身で
す。どんなことでも話しかけ
ていただけたら嬉しいです。
　ゆら　ともこ　①臨床栄
養部管理栄養士②大阪府③
大阪樟蔭女子大学人間科学
研究科人間栄養学専攻④大
阪を離れての社会人 1 年生
です。多くの出会いを大切に
して、患者さんの想いに寄り
添える栄養士を目指していき
たいです。
　はるた　まき　①リハ病
院 4 階西病棟介護福祉士②
高知市③美作大学短期大学
部専攻科介護福祉専攻④実
年齢より若く見られることが
多く、最近は年相応に見ら
れないことが悩みです。取り
柄の笑顔と、なぎなたで培っ

たパワーを介護に活かしたいと思います。

谷口  梨奈

由良  知子

春田  真希

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

17,871 人
843 人
842 人

13.50 日
96.35  %

374 件
212 件
430 件
265 件
162 件

2012 年 11 月の診療数  システム管理室

●  平成 24 年 11 月度県外出張件数  ●
件数 88 件延べ人数 182 人

図書室便り（2012 年11 月受入分）

・Kirk l in/Bar rat t -Boyes  Card iac 
Surgery 4thEd Vol.1,2 ／ Nicholas.T 
Kouchoukos（他著）

・図説 実践手の外科治療／栗原邦弘、
視聴覚資料も

・骨折に伴う静脈血栓塞栓症エビデン
スブック／日本骨折治療学会 深部静
脈血栓症・肺血栓塞栓症調査検討委
員会（編）視聴覚資料も

・OS NOW Instruction 整形外科手術
の新標準 24　膝関節の難治性病態に
対する手術 日常診療で困ったときの
この一冊／安田和則 ( 担当編 ) 視聴覚
資料も

・先端医療シリーズ 43　循環器疾患
の最新医療／永井良三（他編集主幹）
視聴覚資料も

・医学英語論文の書き方マニュアル
（原書 10 版）／今西二郎（他訳）視

聴覚資料も
・健診判定基準ガイドライン [ 改定新
版 ] 特定健診・特定保健指導対応／
山門實（他編）視聴覚資料も

・訪問看護実務相談 Q ＆Ａ平成 24
年度改定版／全国訪問看護事業協会

（編）視聴覚資料も
・介護保険・医療保険訪問看護業務の
手引平成 24 年版／社会保険研究所（編）
視聴覚資料も

・数学で生命の謎を解く／イアン・スチュ
アート（著）、水谷淳（訳）視聴覚資料も

・介護報酬の解釈①単位数表編②指定
基準編③ QA・法令編平成 24 年版／

社会保険研究所（編）視聴覚資料も
・完全活用マニュアル医師事務作業補
助マネジメント BOOK システム構築
から運用管理、教育、指導まで／瀬
戸僚馬（編著）視聴覚資料も

《別冊・増刊号》
・整形外科 No.62 運動器疾患の画像
診断／越智光夫（編）視聴覚資料も

・臨床放射線 別冊臨床からたどる放射
線物理／齋藤勉（他著）視聴覚資料も

・別冊 医学のあゆみ原発事故の健康
リスクとリスクコミュニケーション
／長瀧重信（編）視聴覚資料も

・胆と膵　第 33 巻臨時増刊特大号　
胆膵内視鏡のビデオライブデモ 2012
／高田忠敬（責任編集）視聴覚資料も

・透析ケア 2012 年冬季増刊新人トウ子
といっしょに学んで実力アップ！透析
看護キーワードブック／大坪みはる（編）
視聴覚資料も

・呼吸器ケア 2012 年冬季増刊看護の
「どうしよう？」から最先端までわか

る！決定版 人工呼吸ケアのポイント
300 ／卯野木健（編著）視聴覚資料も

《視聴覚資料》
・Video Journal of Japan  Neurosurgery 
Vol.19  No.4 ／永田泉（監修）・Kirklin/
Barratt-Boyes　Cardiac Surgery 4thEd 
Vol.1,2 ／ Nicholas.T Kouchoukos（他著）

・透析ケア 2012 年冬季増刊新人トウ
子といっしょに学んで実力アップ！
透析看護キーワードブック／大坪み
はる（編）

○昇格人事
◆ 11 月 16 日付　松木秀行・リハビリ
テーション部統括部長 / 小笠原正・近
森リハビリテーション病院リハビリ
テーション部部長兼地域支援部部長 /
國澤雅裕・近森病院リハビリテーショ
ン部部長 / 塩田直隆・近森オルソリハ
ビリテーション病院理学療法科科長代
理 / 矢野勇介・近森リハビリテーショ
ン病院作業療法科科長補佐 / 田村美穂・
近森病院作業療法科主任心得
○人事異動
◦ 診療部 ◦
◆ 12 月 1 日付　西田一也部長・オル
ソリハ病院→本院整形外科 / 前田和茂・
本院整形外科→オルソリハ病院
◦ 看護部 ◦
◆ 11 月 16 日付　小松祥子看護師長・
リハ病院 3 階西→リハ外来 / 川村加恵・
リハ病院 4 階西→リハ病院 2 階東
◆ 11 月 25 日付　筒井桃子・リハ病院
3 階東→リハ病院 2 階西
◆ 12 月 1 日付　川村久美子シニア看護
師長・北館 5・6 階→看護部長室（本院
教育専従）/ 川久保和子シニア看護師長・
北館 5・6 階（北館統括）→北館 5・6
階 / 辻啓子・本館 5B →救命救急病棟 /
高村枝里・リハ病院 3 階西→リハ病院
3 階東
◆ 12 月 8 日付　髙橋美緒・本館 5C →
北館 5・6 階
◦ 理学療法科 ◦
◆ 11 月 16 日付　塩田直隆科長代理・
本院理学療法科→オルソリハ病院理学
療法科 / 川渕正敬科長補佐・リハ病院
理学療法科→本院理学療法科 / 立田紘
子・リハ病院理学療法科→オルソリハ

病院理学療法科 / 國澤雅裕部長・オル
ソリハ病院理学療法科→本院理学療法
科 / 黑川詩織・オルソリハ病院理学療
法科→リハ病院理学療法科
○ 11 月の退職者
◆ 15 日付　大原舞・診療支援部医事課
◆ 30 日付　岡本藍子・ICU 看護師


