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川先生をみていてこの人は何かやる人
だと思ったが、日本の医療まで変える

「大医」とは思いもよらなかった。
　駅前の分院でのトライアルに続い
て、本館東側にプレハブのリハ病棟を
建て、スタッフの訓練を行い、1989
年（平成元）には近森リハビリテーシ
ョン病院を開設した。スタッフが心を
一つにして必死に頑張ってくれたこと
や厚労省への働きかけもあって、4、
5 年で黒字化を実現、しばらくして回
復期リハ病棟という診療報酬が創設さ
れた。当時、近森はまだ組織的に確立
されておらずいわば暗黒大陸だった。
それが逆に幸いしてリハビリを確立で
きたのではないかと思う。
　こうして急性期から回復期、維持期
というリハシステムが構築され、日本
の医療に新しい医療分野であるリハビ
リテーションが位置づけられた。

理事長・ちかもり　まさゆき

　1979 年（昭和 54）10 月、父が駅
前に分院（現管理棟第二別館）を開設
したとき、すでに PT、OT、ST の三
職種のリハスタッフが働いていた。当
時外科科長だった私は「リハビリのな
い救急病院は寝たきり製造病院にな
る」という確信をもっていたが、どう
リハビリを機能させていけばいいかが
分からなかった。
　そこで虎ノ門病院分院から石川誠先
生を招聘し、1986 年（昭和 61）6 月
にリハビリテーション科を開設するこ
とになった。それから程なくして石川
先生から稟議書が提出された。内容は
3 階建サーモコン（現近森リハビリテ
ーション病院）の場所にリハ病院を建
てたいという内容であった。いつもな
らすぐにハンコを押す私も、月一千万
から二千万の赤字は確実で、しかも当

近  森   正  幸

その 4. 日本の医療にリハビリが確立された瞬間
その時
歴史が
動いた

　1 月より総合診療科を開始すること
となりました。当科では、全人的総合
診療、地域医療支援、救急対応能力を
有する総合診療医の育成を三つの柱と
します。
　外来診療では、専門が特定できずに
紹介された患者さんや、紹介状を持た
ずに受診した患者さんの初期診療を行
い、必要に応じて専門各科へ紹介を行
うことを担当します。常に患者さんの
視点に立って、じっくりお話を聞きな
がら診察し、治療を考慮していきます。
身体面だけでなく、心理的、社会的側
面にも配慮しつつ、必要に応じて専門

医や他職種と連携しながら（チーム医
療）、治療のみならず、予防、リハビリ、
介護、福祉まで視野に入れた全人的医
療を実践できる診療科でありたいと考
えています。地域の医療機関の診療と、
当院での各科の専門的な知識や技術を
連携させることの橋渡しができるよう
努力いたします。
　当院の ER では、「軽症から重症まで、
多くの診療領域にまたがる、症状と疾
患」が診られます。また当院内科では、
一貫して総合内科医の意義を喚起され
実践しています。この体制は、若手医
師に救急対応能力を含めた多様な教育

を行うことができ、豊富な経験を積ま
せることで、総合診療医の専門性の一
つである臨床推論を磨くには最適な環
境だと感じています。
　そして、総合診療医育成と地域への
医師派遣により、地域医療支援を目指
します。全国のへき地・離島の医師は
非常に不足しています。地域基幹病院
においても救急対応能力を有する総合
診療医が必要とされています。地域と
の循環のなかで医師を育てながら、病
院前から地域に戻るまで、あるいは地
域に戻ってからも、急変時などでかか
りつけ医を通じてその患者さんと関わ
り続ける、そんなシステムの構築を、
この病院で模索していきたいと思って
います。
　総合診療科は絶対にこういうもの
だ、という確固たる定義は持たず、ニー
ズに応じて変化しうる柔軟な診療科で
ありたいと考えています。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

すぎもと　かずひこ

時の近森の財政規模を考えると、過剰
投資でさすがに迷った。それでも一晩
寝て翌朝にはハンコを押していた。
　医療は建物ではなく、人がするもの。
人がいて初めて建物がつくられる。石

近森病院救命救急センター
　　　　総合診療科部長　杉本  和彦

総合診療科が
スタートしました。

近森病院
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　子供の頃は川でよく遊んだ。泳いだ
り水に潜って「うなぎ」や「鮎」、「手
長エビ」などを捕まえるのが楽しかっ
た。なかでも鮎は動きも素早く、子供
には捕まえるのが難しく、憧れの魚で
あった。そんな思いもあってか、20
数年前に鮎の友釣りを始めて最近では
夏の休日には川に浸
り、天然のクーラー
のなかで釣りを楽し
んでいる。
　鮎の友釣りは日本
独特の釣りである。
鮎が縄張りを持つと
いう習性を利用し、
囮鮎に掛け針をつけ
野鮎のテリトリーに
送り込む。侵入者に
怒った野鮎は囮鮎を
追い払おうと突進し針掛りしてしまう
といった仕組である。
　当たりは実に強烈だ。水中がギラギ
ラと光ったかと思うと、ガーン !! とい
う衝撃とともに掛かり鮎は川の流れに
乗って川を下り竿を絞り込む。大きい
鮎なら囮鮎をひっぱって川上にズンズ
ン上って行く。20cm 足らずの鮎のど

こにこんなパワーがあるのかと驚かさ
れる。
　釣りを始めた頃このパワーに引き回
され右往左往し、あげくの果てに逃げ
られたりして、見物人からよくやじら
れた。いまでは少しは上手に取り込め
るようになった。野鮎は美しい。その

スマートな魚体、ピ
チピチした弾力、独
特 の ス イ カ の に お
い、生命に溢れてい
る。しかし秋になり
川の水が冷たくなる
と、魚体は黒ずみ晩
秋から初冬にかけ川
を下り、産卵して死
んでしまう。わずか

1 年の命でありはかなく哀れでもある。
それが私たちの人生にも重なりついつ
い感傷的になってしまう。
　私も齢をとり、いつまでこの釣りが
出来るかわからない。なにが起こって
も不思議ではない年令となった。鮎の
生きざまを見ながら、残りの人生を丁
寧に精一杯生きていかなければと思い
ながら、秋風が吹き肌寒くなった頃に
川に別れを告げる。

1私の流儀　

総合心療センター
センター長

明
みょうじん

神  和
か ず ひ ろ

弘

鮎の友釣りを楽しみ、
　　　　鮎に思いを寄せる

　当部署では週
一回、症例検討

会を行っていま
す。管理栄養士が

持ち回りで自身が
経験させていただ

いた症例を、栄養学
の側面からその栄養

治療・管理の是非を振り返るといった
ものです。診断、病態把握、治療経過
の検討はもとより、資料作成、プレゼ
ン能力の開発等、多角的にトレーニン
グが出来るため、当部署の重要な教育
ツールのひとつとなっております。
　NST 発足後、約 10 年間で 500 症例
余りを検討した計算になりますが、コ
ツコツと繰り返したその結果が昨年、
二冊の本として発行されることとなり
ました。「近森栄養ケアマニュアル」
と「近森栄養ケア Case Study」（監修：
近森正幸、編集：宮澤靖）です。この

ような教科書・マニュアル等は、栄養

臨 床 栄 養 部 の 今 昔  9ザ・ＲＩＮＳＨＯ 19

コツコツ……
 近森病院臨床栄養部

　科長　佐藤  亮介

学を専門としている、もしくはその分
野に造詣の深い医師が執筆したものが
多く、「管理栄養士の管理栄養士によ
る管理栄養士のための臨床栄養管理の
専門書」の発行は本邦初となります。
　我々が、どのように考え、どのよう
な事をしているのか、ご興味のある方
は、是非お声掛け下さい、２冊とも、
まだまだありますので、在庫……

さとう　りょうすけ

　これからの季節に一押しの品種。フラ
ンスのボルドー地方やロワール地方を代表
するぶどう品種。イタリア、カリフォルニア、
チリ、南アフリカ等広く栽培されています
が、特にニュージーランドは品質が高く、
ソーヴィニヨン・ブランの世界基準とまで
言われています。
　ソーヴィニヨン・ブランの一番の魅力は
独特の香りと爽やかな酸味。産地によっ
てさまざまな個性があり、ボルドー地方で
は伝統的にセミヨンとブレンドされ、メドッ
ク地区では辛口、ソーテルヌ地区では極
甘口に仕上げられます。また、ロワール地
方のサンセール地区やプイィ・フュメ地区
では、香り高いしっかりした酸味のワイン
となっています。
　色合いは比較的淡く、香りの特徴として

はレモン・ライムなどの柑橘
系フルーツやピーチ、かりん、
洋ナシなど青草、芝生、ハー
ブや緑の野菜等の香りが特
徴的。
爽やかな酸味をもつソーヴィ
ニヨン・ブラン種のワインは、
ホワイト・アスパラガスや、
スモークサーモンや、白身魚
など魚料理全般と相性が良
い。もちろん、お刺し身やお
鮨などにもオールラウンドに
楽しめます。

鬼田知明（有限会社鬼田酒店代表）

ワイン講座  ◦ 22

ぶどう品種を知り、個性を探る 白ぶどうその②

 ソーヴィニヨン・ブラン サンセール／ヴァンサン・ゴードリー／フラン
ス、ロワール地方●程よい果実感と引締った
ミネラ感が心地よく、初夏から夏にかけて
特にお薦めのワインです。

　本館 A 棟には免震装置を設置、鉛プラ
グ入り積層ゴム支承 8 台と、回転機構付
すべり支承 16 台の２種類。南海地震で想
定されるマグニチュード 8.6 程度の揺れに
耐えられる構造となっている。写真では積
層ゴムに養生がなされているのが分かる。

本館 A 棟免震装置

▲ 16 台設置されている回転機構付きすべり支
承（手前）と 8 台設置された鉛プラグ入り積
層ゴム支承（左奥）

▲左が鉛プラグ入り積層ゴム支承。右の壁
が地面で建物全体が地面から浮いているの
が分かる
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　右季肋部（右の肋骨の下のところ）
に痛みや発熱が生じて、胆石症による
胆石発作や胆のう炎の診断がつくと、
胆のう摘出術が行われる場合がありま
す。胆のうを摘出する手術は、以前は

お腹を大きく切開し、広い視野を確保
して行うのが標準でした。しかし、医
療・医学の進歩により、腹腔鏡を使っ
て小さな傷で広い視野を確保し、専用
の器具を利用して胆のうを摘出すると
いう、画期的な手術が行われるように
なってきました。
　この手術手技が始まったのは日本で
は 1990 年から、欧米ではその少し前
からです。近森病院外科に導入された
のは、保険適用に認められた 1992 年

（平成 4 年）からです。導入にあたっ

ては、他県での実技講習会を受講し、
麻酔科医師の協力のもと、外科医や手
術室のスタッフとともに動物実験を繰
り返し、周到な準備を行いました。こ
の年に事例をまとめて高知県の学術集
会で報告されました。今ではこの術式
が世界中で標準となり、安全にかつ侵
襲も少なく入院期間も短いという患者
さんにメリットが大きい手術として認
められています。年々器具も改良され、
より安全に、より傷が小さく術後の痛
みも少ないように工夫されています。
また、手術適応も急性期や炎症の強い
症例にまで拡がっています。
　腹腔鏡を利用した手術は、胆のう摘
出術に止まらず、各種のがん手術をは
じめ幅広い分野に及んでいます。医療・
医学の進歩は止まる事がないのは周知
の事実です。医療者は患者さんのため
の医療を提供するにあたって、常に自
己を鍛錬し、新しい知識や正しい情報
を選別し、必要な技術の習得に努める
使命があると考えています。

きたむら　たつひこ

◦ 医療今昔物語 ◦ 外科

腹腔鏡下（内視鏡下）胆のう
摘出手術について

近森病院副院長　北村  龍彦

近森リハビリテーション病院秘書課
川本  美衣

ありがとう
リレーエッセイ

　♪ありがとうっていったら　みんなが
笑ってる♪
　大学を卒業して知り合った、ママ友で
あり、元同期。彼女がご主人の仕事の
関係で、この４月に中国・上海へ、ご家
族で赴任しました。男の子２人を毎日奮
闘しながら育てている彼女。彼女とよく
話しながら、歌っていた♪ありがとうの
花♪。特に、冒頭のフレーズが大好きです。
　先日、この歌を、子どもとテレビで見
たときに、思いました。（彼女も、４月か
らこの新生活、頑張っているだろうな。
上海は未経験の地。彼女のことだから、
家族の土台となって、また奮闘している
だろう。）
　彼女と離れ、お互い新たな環境でそれ
ぞれの生活をスタート。私も、近森会に
再就職して、６月で丸１年。あたたかく
受け入れてくださった周りの方々、家族、
友人のおかげで勤めることができており
ます。毎日、子育て、家事、仕事に追わ
れますが、同じ環境、それ以上に頑張っ
ている方をたくさん目にします。
　私も刺激を受けながら、自分のものに
し、いくつになっても成長し続けたいと
思うこの頃です。そんなとき、忘れない
ようにしたいです。「ありがとう」の気持ち。
そして素直に「ありがとう」と言えること。
この歌と共に。　　　　かわもと　みえ

　春は山菜の季節です。里山の芽吹きをい
ただくため、休日は朝から大忙しです。裏
山に生える竹の子を朝早く掘り起し、すぐ
に米糠で煮るとあくがなく美味しくいただけ
ます。竹の子には黄子と黒子があり、黄子
は先が黄色で 10 本に 1 本ほどしかなく、地
面からあまり出てなくてずんぐりと太い竹の
子が柔らかくて美味しく珍重されます。
　味付けはこの季節にあがるカツオのあら
をダシに使うのが我が家流で皮付きのカツ
オの刺身があれば完璧です。
　また、谷川や石垣に生える「たきな」はサッ
と湯がいて味噌和えにすると緑色が鮮やか
でシャキシャキした食感が楽しめる一品に

なります。炒めてもおいしくいただけます。
イタドリ、ゼンマイ、タラの芽、ワラビ、フ
キ、ウドとしばらくは家周辺で里山の味が
楽しめます。　　　　　　わだ　ひろまさ

和田事務長の その2

山菜の芽吹きをいただく
近森病院総合心療センター

事務長　和田  廣政
竹の子を掘る筆者

たきなの味噌和え
今回は刺身用のブ
リを加えました

たきなは一般にうるい、山カンピョウとも。オ
オバギボウシは正式名。若葉のころが食べごろ これが黄子。黒子よりアクが少なく断然旨い
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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

高知中央医療圏脳卒中地域連携の会合同会合

らに症状改善する患者さんも多くいま
すが、在宅でも多職種による連携の大
事さを改めて認識しました。
　後半は平野メディカルオフィスの平
野由実先生に今年 4 月からの診療報酬
改定と脳卒中連携について今後の医療

の方向を含め講演をしていただきまし
た。今後医療と介護の連携がますます
重要になりますが、こうした会を通し
て普段から介護の方との連携を深めた
いと思います。

たかはし　きよし

近森会健康保険組合広報誌

「はつらつ」

　「はつらつ」は年に 2 ～ 3 回発行してい
ます。ひろっぱ同様、川添常務に名付けて
もらいました。内容は組合業務の紹介から
年度予算・収支、保健事業（がん検診・被
扶養者の特定健診の案内、健康づくり教室
やスポーツジム利用補助の案内、契約保養
所利用補助の案内、育児雑誌の配布、メ
ンタルヘルス相談やウォーキングイベント
の案内）など、被保険者の健康維持、増
進に直結したものが多く掲載され、皆さん
から徴収した保険料が医療機関に支払わ
れる仕組みや自動車事故に遭ったとき、限
度額認定証の申請、柔道整復師へのかか
り方、被扶養者認定の条件など、公的な
手続きや知っていれば得するものが 10 頁
ほどに集約されています。硬い内容だけに
見た目をソフトな仕上げにしています。皆
さんにぜひ一読いただき、お役に立ててい
ただければと思います。

近森会
健康保険組合
　　事務局長

田村  裕彦

ワッペン、バッジ、
広報誌あれこれ　3

近森病院理学療法科主任
田中  健太郎

男飯お弁当拝見 25

　私の弁当は無骨な大味のガッツリ系男
飯ではなく、極力質素で健康的に調理す
るよう心がけたものです。自宅とはいえ冷
蔵庫の中身を好き勝手に使用することは
できませんので、副食は前日の残り物や
余り物で簡単に調理します。
　満腹になると昼からの仕事効率が著し
く低下するため、腹八分を常に心がけて
もいます。おかげで数年前から始めた体
重コントロールも大きな変動も無く現在に
至っています。
　リハビリテーションに従事する者として
自立・自律して生活することが責務であり、
いずれ自分の血となり肉となる食材は、自

ら選択、調理して体内に入れるべきだと涙
ながらに自分自身にいい聞かせ、子育て
に忙しい妻と子供たちを起こさないよう、
毎朝そっと布団を抜け出しつくる「男飯」
なのでした。　　　   たなか　けんたろう

◀講師の平野メ
ディカルオフィス
平野由実先生 介護者との連携を

　3 月 16 日、
管理棟 3 階に
て上記会合を

開催、170 名の参加者は多職種にわた
りました。前半では高知医療センター
から近森リハビリテーション病院を経
て自宅退院し、吉村神経内科リハビリ
クリニックで外来通院という多施設連
携患者さんの急性期から維持期までの
経過を検討しました。在宅に帰ってさ

近森病院 mini 公開県民講座

　 「女性のかかりつけのお医者さん」
ウィメンズクリニック・かみむらの院
長上村茂仁先生にお越しいただいて、
講演会を開催しました。
　上村先生は、小学生から老年期まで
の女性のライクワークのアドバイザー
として診療を行う傍ら、休日を利用し
て年間約 80 回の全国での性教育講演
や・デート DV 防止教育活動などを行っ
ています。
　講演は、先生に子供たちから毎日相
談のある、身体のこと（生殖器など）
や異性間の交わりのことなどについ

て、今の若い子供たちが何を考え、悩
んでいるか、またその時にどんな言葉
をかけてたらよいかなどを、先生の独
特のユーモアを交えた語りで伝えてい
ただきました。
　10 代の方の参加は少なかったもの
の、思春期の子供たちの親である私た
ちにはたいへん興味深いものでした。
子供たちからは 1 日 100 件以上の相
談が寄せられるとのことで、先生の活
動の必要性を感じると共に、親や指導
者である私たちが子供たちを理解する
必要性を感じました。  よしなが　ふみ

ダイエット中とのことで
PHS と比べてその小ささ
が分かる。七分搗きご飯

10 代から知っておく
性、デート DV、LINE

について

近森病院看護部長　吉永  富美

 ▶ウィメンズクリニック・
かみむらの上村茂仁院長
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　4 月１日付で主任心得の辞令を受け、新
たな気持ちで今年度をスタートしました。
ここまで成長できたのは先生方をはじめ、
多職種の方たちにたくさんのことを教えて
いただいたからです。今は DI 担当しての
業務が中心です。DIとは Drug Information

（医薬品情報）を意味します。これまで病
棟で得た知識を最大限活用しながら、情
報収集や管理を行い、よりよい情報提供
をしていきたいです。「努力なしに成長なし」
をモットーに…「支えなくして成長なし」を
忘れずに、薬剤部全体が同じ方向を向い
て成長していけるよう邁進していきたいと
思います。　　　　　   みょうじん   ゆき

　ICU・CCU・SCU と急性期看護に携わり、
そのなかで脳神経看護に興味を持つよう
になり看護師 11 年目になりました。病
院のサポートもあり、今年脳卒中リハビ
リテーション看護認定看護師教育課程を
修了することが出来ました。5 月の認定
審査をクリアすれば認定看護師となりま
す。日々行なっている看護をアセスメン
トし、患者さんに合った看護が出来るよ
う、まずは病棟で質の高い看護を提供し、
患者さんに満足してもらえるような関わ
りをしていきます。師長、主任をはじめ、
スタッフ全体で SCU 病棟を盛り上げて
いきたいと思います。未熟者ですのでご
指導をいただきながら成長出来るよう頑
張ります。　　　　　　おかむら　るみ

　「精神科訪問看護は何をしているのか」
という問いに、明快にお答えするのは難
しいものです。目に見えないからです。訪
問看護利用者の方々の変化成長を拝見し、
前所長始めスタッフ皆で辿り着いた一つの
答えは「セルフマネジメント力を高めること
を支援している」でした。自分のことを自
分で考えて決めて行動できるようになるよ
うに、専門的知識を踏まえ、心から応援し、
時にはあえて手を出さず、じっくりかかわ
ります。これまでラポールを築き上げて来
られた職員、利用者の方々に思いを馳せ
ながら、目の前の利用者、スタッフ各々が、
持てる強みを最大限発揮できるようなス
テーションを目指し、行きつ戻りつ前進し
て参ります。　　　　　　たぐち　ゆきこ

　今回主任のお話をいただいたとき、最
初は驚きと不安な気持ちでしたが、自分な
りにいろいろと考えた末に「よしっ ! やっ
てみよう !!」という気持ちになりました。
日頃から私は「気が利く人になりたい」と
思って来ました。何事も前向きに進むと思
えるからです。薬剤部は若いスタッフが多
く、多忙になると余裕がなくなり、自分し
か見えなくなってしまいがちです。そんな
時、この言葉を思い出してもらいたいと思
います。これからは、未熟な私ではありま
すが、若いスタッフと共に日々、成長して
行きたいと思います。　

いまにし　きよこ

　就職 10 年目になります。仕事を続け
てこれたのは、意欲あふれる多くの仲間
に囲まれ刺激をもらい、優しく支えてい
ただいたからです。近森会で働く仲間が
大好きです。患者さんを支える仲間が元
気で働けるため、仲間の声を聴き、想い
を受け止め、力になれるよう成長してい
きたいと思います。疲れた時にほっとで
きる飴玉のような存在になることを目標
とし、grade up を目指していきます。そ
うして恩を還元していくことが「もっと
素敵な部署、もっと素敵な病院にしたい」
という私の夢に近づく第一歩だと思うの
です。　　　　　　　　かわさき　まゆ

　異動となる西本シニア看護師長の後を
継いで、辞令をいただきました。今年度
集中治療部は、A 棟の完成で高機能病棟
が 18 床増、SCU も増床となります。また、
看護師数も大幅に増員となる予定です。
　たいへんな時期ではありますが、各病
棟の師長、主任、認定看護師、スタッフ
と共に、クリティカルな患者さんとご家
族をいちばん近くで支えていくことので
きる看護を提供できるよう取り組んでま
いります。
　現場を大切に一人ひとりのナースが看
護のやりがいを実感できる職場をつくる
ことも目標です。目標は大きく！　ポジ
ティブに！

くどう　よしえ

乞！熱烈応援

近森病院薬剤部主任
薬剤師　明神  有希

近森病院 SCU 看護師主任
岡村  瑠美

訪問看護ステーションラポール
所長　田口  喜子

近森病院総合心療センター
臨床栄養部主任　川﨑  麻由

近森病院薬剤部主任
薬剤師　今西  清子

近森病院集中治療部
シニア看護師長　工藤  淑恵

新たな気持ちで

一歩ずつ自分のペースで 自分のことは自分で

夢への第一歩 若いスタッフと共に成長を

看護の質向上をめざして
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　 光 陰 矢 の ご と
し、2 年間を思い
返し真っ先に出て
きた言葉です。右
も左も分からない
まま病棟へと飛び
込んだ一昨年、「3
本回し」「抜針帰
宅」「ハルン」等
の言葉に悩んだ日々を思い出します。
知識も増えましたが、それ以上に知ら
ないことの多さにも気づかされました。
今後は学んだ土台を基に常に前を向い
て頑張っていきます。先生方、全コ・
メディカルスタッフの方々にはほんと
うにお世話になりました。

きぬがさ　ゆうすけ

　とても楽しく充
実 し た 日 々 で し
た。素晴らしい上
司、同期や後輩、
スタッフの方々と
巡り合えたことは
自慢です。社会人
として、医師とし
て何もできない私
を成長させてもらいました。近森病院
に恩返しをしたいという気持ちが強く、
早い時期から後期研修先を当院に決め
ていました。まだまだ知識不足、技術
不足で迷惑をかけることも多いと思い
ますが、背伸びせず、少しずつ還元し
ていきたいです。　　  いのうえ　しん

　近森病院は研修
医を温かく見守り
育ててくれる雰囲
気があり、先生方
やスタッフの方々
だけでなく、患者
さんからも教えて
いただきました。
診断や治療、患者

さんへの説明の仕方、言葉のかけ方な
ど、もっとできることがあったのでは
と考えることも多かったです。今後そ
のようなときによりよい対応ができる
よう精進していきたいと思います。ほ
んとうにありがとうございました。

くもい　みほ

　近森病院での 2
年 間、 た い へ ん
お世話になりまし
た。熱心なご指導
を賜わりました先
生方、困っている
ときに手を差し伸
べてくれる病棟ス
タッフの方々がた
く さ ん い て く だ

さったからこそ、無事に研修を終える
ことができました。学んだことを糧に
して、今後の長い医師人生に生かして
いきたいと思います。近森病院での研
修は一生忘れません。ありがとうござ
いました。

くすめ　たかひろ

　近森病院初期研修修了式直
前に行われた研修管理委員会
での修了判定で 10 名の研修
医全員が合格し、無事修了す
ることができました。今年

からの新企画で指導者が選ぶ「ベスト研修
医賞」および研修医が選ぶ「優秀指導医賞」
が発表され、僅かな差で、ベスト研修医に
衣笠由祐先生、優秀指導医に呼吸器内科の
荒川悠先生、外科の辻井茂宏先生が選ばれ
ました。4 月から後期研修医として当院を始
め県内外の病院での仕事が始まります。輝
く未来に向かってスタートにふさわしい素
晴らしい式となりました。　　　やぎ　けん

　24 年 間 い た 関
西を出て始めた近
森での初期研修も
修了。先生方、た
く さ ん の コ・ メ
ディカルの方々の
おかげで、充実し
た研修を送ること
ができました。素

晴らしい同期にも会え、ほんとうに良
かったです。今後は近森病院を離れま
すが、身に付けた知識や技術を存分に
発揮して、精進していきたいと思いま
す。いつの日か近森病院で会えること
を信じて。2 年間ありがとうございま
した。

 こそべ　かずひこ

恩返しをしたい 平成 25 年度　初 期 研 修 医 修 了 式

学んだことを糧にして もっとできることが 感　謝

知らないことに気づかされ

初期研修医（消化器内科）     井上  薪

初期研修医（心臓血管外科）   衣笠  由祐

初期研修医（循環器内科）      楠目  宝大 初期研修医　雲井  美帆 初期研修医　古曽部  和彦

プログラム責任者　外科部長
八木  健
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　数カ月ごとに職
場が変わる環境で
さまざまな方と接
することで、自分
と異なる世界観、
人生観に数多く触
れることができた
と思います。「最
初のころは右も左

も…。徐々に慣れ今は後輩の指導に」
となるとばかり思っていたのですが、
むしろ最初よりも医学の広大さと自分
の無力さを強く感じています。2 年間
の経験を生かし、近森病院への貢献の
在り方を模索していきたい。

さじま　かずあき

　あっという間の
2 年間、指導医の
先生方、先輩、同
期、後輩、コ・メ
ディカルの皆さん
のおかげで、現在
ここにいることが
できます。4 月か
らは神経内科医と
して新たな一歩を踏み出すこととなり
ました。「近森育ち」の医師として、専
門医である前に内科医であることを肝
に銘じ、懸命に歩んでいきたいと思い
ます。たくさんの愛情をありがとうご
ざいました。大好きな皆さんの、近森
病院の happy をこころから願っていま
す。　　　   　　　　   みやもと　ゆか

　熱心に指導して
下さった先生方、
研 修 を 支 え て 下
さったコ・メディ
カルスタッフの皆
さま、ほんとうに
お世話になりまし
た。2 年間もっと
も成長できたこと

は、医師としての目標ができ、向上心
を持って頑張れるようになったことで
す。近森病院でスタートできたことを
誇りに、今後も近森パワーで色々なこ
とに挑戦し成長します。みなさん、ほ
んとうにありがとうございました。

しげきよ　ともこ

　高知に来て 8 年
が経ちます。日本
史好きな自分が、
歴史的英雄を多数
輩出している高知
県が中四国でいち
ばん発展している
に違いないと思い
込んで、高知大学

を受験してからそんなに月日が流れま
した。なにか間違ってますが、いつの
間にか高知に馴染んで、この春から後
期研修が始まります。循環器内科とし
て、まだまだ未熟そのものですが引き
続きよろしくお願いいたします。

すがね　ひろき

　ほんとうに大き
な２年間でした。
今後は東京ベイ・
浦安市川医療セン
ター内科で後期研
修を行います。ほ
んとうに「ありが
とう」、いちばん
伝えたいのはこの
気持ちです。近森病院を離れても、出
会ったひと、数々の経験や想いは、今
後の医者人生の支えとなる大切なもの
です。いつかどんな形でも恩返しでき
るよう、頑張ります。It always seems 
impossible until it’s done.
2 年間ありがとうございました！

 たきうち　るりこ

　 高 知 大 学 と の
「たすきがけ」で
1 年間だけの研修
でしたが、たくさ
んの方にお世話に
なりました。上級
医の先生方には、
忙しいなか熱心に
ご指導いただき、
直接は関わりがなかった先生も色々と
心配して声をかけて下さいました。コ・
メディカルの方々にも優しく教えてい
ただきました。やっと慣れてきたころ
に病院を移るのはとても寂しいですが、
3 年目からまたお世話になるかもしれ
ませんのでよろしくお願いします。

てらにし　ゆうき

平成 25 年度　初 期 研 修 医 修 了 式 医学の広大さと自分の無力さを

恩返しができるよう 「近森育ち」の医師として 一年目を終えて

近森パワーで挑戦し成長

高知でのいままで、そしてこれから

肩書の（  ）は 4 月以降
の近森病院での部署 初期研修医（神経内科）   佐島  和晃

初期研修医（循環器内科）　菅根  裕紀

初期研修医　重清  知子

初期研修医　滝内  るり子 初期研修医　宮本  由賀 初期研修医　寺西  裕器

▼修了研修医からのサプライズ企画で、1
年目の研修医に出来たての「近森病院研
修医マニュアル第３版」が贈られました
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で、ラフティングやダイビングも挑戦した
いです。
◦後列左から   芝　太郎　しば　たろう
▶初期研修医▶高知県▶高知大学▶バスケ
と旅行が好きな 25 才です。よく大きくて
怖いといわれますが、中身は怖くないので、
気軽に話しかけて下さい。
谷岡　信寿　たにおか　のぶひさ▶初期
研修医▶宿毛市小筑紫町栄喜▶高知大学▶
長い間テニスを通して心体を鍛えてきまし
た。こんな見た目ですが、時にはマカロン
を焼いたりという繊細さも持ち合わせてい
ます。
福島　大　ふくしま　だい▶初期研修医
▶高知市▶高知大学▶高知に住み続けるこ
と 25 年、高知に対する愛情には自信があ
ります。高知の医療をより盛り上げていき
たいと思っています！
矢野　慶太郎　やの　けいたろう▶初期
研修医▶高知市▶昭和大学▶高知学芸でソ
フトボールを６年間、大学で野球を６年間

◦前列左から   川真田　純　かわまた　
じゅん▶初期研修医▶徳島県吉野川市▶
徳島大学▶徳島からやって参りました。早
く高知の文化に馴染めるようがんばりま
す。下手くそですが野球が大好きです。
藤原　麻美　ふじわら　あさみ▶初期研
修医▶高知市▶宮崎大学▶大学ではボー
トと和太鼓に打ち込んできました。６年振
りの高知なので、高知の美味しい物をたく
さん食べられるのが楽しみです。
田島　萌夢　たしま　もゆ▶初期研修医
▶高知市▶高知大学医学部医学科▶趣味
は旅行、写真、アウトドア（海・キャンプ）、
よさこい、DIY、マンガ、手芸全般、料理 
etc です。少しでもかぶってることがあっ
たら語り合いましょう！
岸本　達真　きしもと　たつま▶初期研
修医▶岡山県津山市▶高知大学▶中学、高
校ではテニスを、大学ではバドミントンを
していました。身体を動かすのが好きなの

初期研修医

た か た　 な お き　 整 形 外
科医師▶広島県▶岡山大学
医学部▶趣味は旅行ですが、
まずは仕事を充実させたい
と思います。

こたに　としあき　循環器
内科医師▶高知県▶高知大
学医学部▶幡多けんみん病
院での勤務を終え、一年ぶ
りに近森病院に戻ってきま
した。

ふるかわ　だいすけ　循環
器内科医師▶愛媛県▶筑波
大学▶一年間東京で勉強し
てきました。最近ダイビン
グのライセンスを取得した
ので機会があればもぐりに
行きましょう

ねもと　よしこ　循環器内
科医師▶茨城県▶北里大学
医学部▶大学時代はバスケ
をしていました。バスケ好
きの方いましたら、声をか
けてください !　バスケしま
しょう !
のうしょう　ひろき　麻酔
科医師▶兵庫県▶琉球大学
▶小中はサッカー、大学で
野球、最近ゴルフを始めま
した。真っ直ぐに飛びませ
んが、諦めずにコツコツやっ
ていこうと思っています。
おおぎ　けんた　放射線科
医師▶高知市▶高知大学医
学部▶温泉旅行をしに全国
を放浪したり、カフェでぼー
としたり、ライブではしゃ
いだりと、ぼちぼち楽しん
でます。

いわがわ　ちえ　精神科医
師▶総合心療センター精神
科医師▶高知県▶高知大学
医学部▶最近はゆるキャラ
にはまっています。イチオ
シがあれば教えて下さい。
こんの　ゆうこ　神経内科
後期研修医▶宮城県仙台市
▶筑波大学▶仙台出身、大
学は茨城でしたが、縁あっ
て初期研修から高知で働か
せてもらっています。マイ
ペースで日々精進したいと
思います。
か わ ぐ ち　 じ ゅ り　 初 期
研修医▶高知市▶高知大学
医学部▶学生時代はバレー
ボール部に所属していまし
た。上手くなりたくて、毎
日必死に練習していました。
最 近 の 趣 味 は ス ク ラ ッ プ
ブッキングです。
にしもと　しょうた　初期
研修医▶高知市▶高知大学
医学部▶昨年度は高知大学
医学部附属病院で働き、今
年から近森病院での研修と
なりました。馬車馬のよう
に働きたいと思います。

納庄  弘基

仰木  健太

根本  佳子

川口  樹里

西本  祥大

岩河  千栄

古谷  敏昭

古川  大祐

髙田  直樹

今野  優子
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知に戻ってきました。最近は美味しいごは
ん屋さん巡りにハマっています。
◦後列左から   明神　舞   みょうじん　ま
い▶ ICU 看護師▶高知市▶近大姫路大学
▶身体を動かすことが好きです。中、高時
代は卓球をしていました。患者さんに笑顔
になってもらえる看護師になりたいです。
安沢　加奈　やすざわ　かな▶ ICU 看護
師▶宿毛市▶高知中央高等学校▶趣味は

◦前列左から  澳本　彩　おくもと　あや
▶ ICU　看護師▶幡多郡▶龍馬看護ふくし
専門学校▶趣味はバレーボールで、スポー
ツなど身体を動かすことが大好きです。何
事にも一生懸命に取り組むことができま
す。
尾﨑　真奈　おさき　まな▶ ICU 看護師
▶高知市▶独立行政法人国立病院機構高知
病院附属看護学校▶中学、高校と６年間
やっていたソフトテニスと旅行です。休日
には、色々なところに遊びに行きたいです。
萩野　佑紀　はぎの　ゆき▶ ICU 看護師
▶香南市野市町▶広島国際大学▶高知大好
き、よさこい大好き !!　で大阪から地元高

近森病院 ICU・救命救急病棟

◦前列左から  岩本　奈々　いわもと　
なな▶手術室看護師▶仁淀川町▶高知中
央高等学校▶映画鑑賞や散歩をするのが
好きです。旅行に行くのも好きなので、
いろんな所に行ってみたいです。
尾﨑　若菜　おさき　わかな▶手術室
看護師▶土佐市▶高知中央高等学校▶趣
味はとくにありませんが、人と話すこと
が好きで、看護師として働き、たくさん
の人と関わり仕事を充実させていきたい
です。
◦後列左から   小笠原　有梨　おがさ
わら　ゆり▶手術室看護師▶高知市▶高

知県医師会看護専門学校▶旅行や買い物が
好きなので、これから色々な所に行きたい
と思います。おすすめの場所があればぜひ
紹介して下さい！
益田　千尋　ますだ　ちひろ▶手術室准
看護師▶宿毛市▶高知学園短期大学▶私
は、いちどやると決めたことは失敗しても
最後までやり通します。負けず嫌いです。
福留　令奈　ふくどめ　りな▶手術室准
看護師▶高知市▶高知中央高等学校▶私は
スポーツが好きで、小学校、中学校とバレー
ボールをしていました。最近はできていな
いので、機会があればやりたいと思ってい
ます。

シ ョ ッ ピ ン グ で
す。私はシャイな
部 分 も あ り ま す
が、人と話すのが
好きなので、たく
さんの人と関わっ
ていきたいです。
下 村　 麻 衣 子　
しもむら　まいこ
▶救命救急病棟看
護師▶高知市▶龍
馬看護ふくし専門
学校▶趣味はダン
ス、 旅 行、 英 語、

読書です。患者さんの身体面だけでなく、
精神面もフォローしていける看護師を目
指していきたいです。
門田　航　かどた　わたる▶救命救急病
棟看護師▶高知市▶高知学園短期大学▶
得意ではないのですが、身体を動かすこと
が好きで、バドミントンやフットサルを好
んでやっていました。就職してからも是非
続けたいと思っています。

やってきて、今でも野球好きです。今後は
ゴルフも上手くなりたいです。
山﨑　勇輝　やまさき　ゆうき▶初期研
修医▶南国市▶高知大学医学部▶学生時代
はダンス部に所属し、楽しい生活を送りま
した。今後も仕事、私生活ともに楽しい人
生を送りたいと思います。

2014 新人を迎えて

近森病院手術室
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◦前列左から  濱口　元陽　はまぐち　げ
んよう▶本館５B 病棟看護師▶南国市▶龍

近森病院本館 5、6 階病棟 馬看護ふくし専門学校▶僕の趣味は、バス
ケットボールやフットサルなど身体を動か
すスポーツを週末や時間があいたらするこ
とです。なので、人より体力と元気はある

たいです。
◦後列左から   
松 村　 泰 介
まつむら　た
いすけ▶北館
４階病棟看護
師▶高知市▶
龍馬看護ふく
し専門学校▶
最近運動の習
慣をつけよう
と、２日に１
回 は 30 分 以
上ジョギング

をするようにしています。まずは早く職場
になじむことを目標にしたいです。
野瀬　真理子　のせ　まりこ▶北館４階
病棟　看護師▶土佐市▶高知県医師会看護
専門学校▶バレーボールを観戦するのもプ

も精一杯取り組みます。
原田　智裕　はらだ　ともひろ▶救命救
急センター（ER）救急救命士▶山口県下
関市▶東亜大学▶山口県から高知県に来て
不安が強いですが、多くのことにチャレン
ジして、近森病院の力となれるよう勤めた
いと思います。
笹岡　志織　ささおか　しおり▶救命救
急センター（ER）救急救命士▶安芸郡馬
路村▶東洋医療専門学校▶吸収できること
はたくさん吸収し、高知県の救急医療最
前線で活躍できる人材に成長できるよう、
日々学習をモットーに頑張ります。
助石　頼征　すけいし　よしゆき▶救命
救急センター（ER）救急救命士▶徳島県
▶神戸医療福祉専門学校三田校▶スポーツ
観戦とかが好きです。筋トレがんばりたい
と思います。

◦前列左から  
徳 井　 直 哉　 と く
い　なおや▶救命救
急センター（ER）看
護 師 ▶ 松 山 市 ▶ 松
山看護専門学校▶ス
ポーツが好きです。
濵 口　 拓 也　 は ま
ぐち　たくや▶救命
救 急 セ ン タ ー（ER）
看護師▶兵庫県姫路
市▶近大姫路大学▶
初めての地元を離れ
ての一人暮らしで緊
張もしますが、楽し
んでやっていきたいと思います。
竹内　沙耶　たけうち　さや▶救命救急
センター（放射線科）看護師▶高知市▶高
知中央高等学校▶カラオケやライブ、ドラ
イブなど楽しいことが好きです。今年の目
標は着物の着付けができるようになること
と、スノーボードに挑戦することです。
溝渕　麻樹　みぞぶち　まき▶救命救急
センター（放射線科）看護師▶香南市▶高
知中央高等学校▶趣味は音楽鑑賞や一人で
買い物することなどです。私はマイペース
なところがありますが、さまざまなことを
学び身に付けていきたいです。
◦後列左から   坂本　幸多　さかもとこ
うた▶救命救急センター（ER）救急救命士
▶高岡郡佐川町▶東洋医療専門学校▶趣味
はバレーボールで、現在は三つのチームに
所属しています。これからもバレーも仕事

◦前列左から  小野川　智子　おのがわ　
ともこ▶北館３階病棟看護師▶高知市▶龍
馬看護ふくし専門学校▶以前介護福祉士と
して勤務しました。看護師の日々を大切に
し成長しいきたいと思っています。
芝　万理花　しば　まりか▶北館３階病
棟　看護師▶四万十市西土佐▶龍馬看護ふ
くし専門学校▶カラオケと散歩が趣味で
す。実家で飼っている愛猫たちが、心の癒
しとなっています。スポーツではとくにバ
スケが好きです。
西﨑　小依　にしざき　さより▶北館３
階病棟看護師▶大阪府▶田北看護専門学校
第２学科▶新しい土地でワクワクしていま
す。高知のいい事、いい物、いい所あった
らどこにでも飛んでいこうと思います。
松岡　亜樹　まつおか　あき▶北館３階
病棟　看護師▶南国市▶高知中央高等学校
▶看護師になることは私の昔からの夢でし
た。国家試験を終え、その夢がこれからス
タートすると実感しています。しかし、そ
のためにはまだまだ未熟な私の知識や技術
を先輩から盗んで学んでいき、これからの
仕事で生かしていきます。私は患者さんの
立場になり考え、行動できる看護師になり

◦左から  澳本　遼太郎　おくもと　りょ
うたろう▶ HCU 看護師▶黒潮町▶今治看
護専門学校▶休日はカラオケや DVD 鑑賞
をしたりしています。スポーツが好きで、
サッカー、フットサル、バスケットボール
が得意……といえるようになりたいです

（笑）。人付き合いは良い方なので、じゃん
じゃん仲良くして下さい。
髙橋　明日香　たかはし　あすか▶ SCU
看護師▶高知市▶高知県医師会看護専門
学校▶趣味は旅行に行くことです。仕事だ
けでなく、プライベートも充実していきた
いです。

小田　真織　おだ　まおり▶総合心療セ
ンター５階病棟看護師▶高知市▶高知県
立大学▶根気だけはあるので、何事にも主
体的に取り組み、そのなかで得た学びを一
つひとつ地道にものにして成長していき
たいと思います。

近森病院北館 3、4、5・6 階病棟

近森病院救命救急センター（ER、放射線）

近森病院北館 HCU・SCU、
総合心療センター 5 階病棟

レーするのも好きです。週末は娘のクラブ
の応援と週に１、２回練習に行っています。
武田　哲平　たけだ　てっぺい▶北館４
階病棟准看護師▶高知市▶高知学園短期大
学▶趣味は中学校から続けているソフトテ
ニスです。スポーツ全般的に大好きなので、
見かけることがありましたら、声かけてく
ださい。
内田　麻美　うちだ　あさみ▶北館５・
６階病棟　看護師▶福岡県福岡市▶県立広
島大学▶高知での生活は初めてでとてもワ
クワクしています。コーヒーが好きなので、
お気に入りの喫茶店を見つけれたらと思っ
ています。
國沢　律　くにさわ　りつ▶北館５・６
階病棟看護師▶吾川郡▶龍馬看護ふくし専
門学校▶食べることが大好きです。おいし
いお店があれば、ぜひ教えていただきたい
です。
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方だと思います。
山﨑　瑞希　やまさき　みずき▶本館５B
病棟看護師▶高知市▶龍馬看護ふくし専門
学校▶患者さんやそのご家族になんでも相
談していただけるような看護師になりたい
と考えています。
德永　麻衣　とくなが　まい▶本館５B
病棟看護師▶長崎県▶名古屋市立中央看護
専門学校▶名古屋に７年いましたが、名古
屋弁より長崎弁がまだ抜けていません。土
佐弁や高知の方言も、教えてもらえたらあ
りがたいです。趣味は買い物や DVD 鑑賞
などです。
筒井　恵未　つつい　めぐみ▶本館５C
病棟看護師▶高知市▶順正高等看護福祉専
門学校▶お買い物や旅行が趣味です。ス
ポーツなど身体を動かして遊ぶことも好き

で最近ではボーリングにはまっています！
西村　郁香　にしむら　あやか▶本館５
C 病棟看護師▶長岡郡大豊町▶高知中央高
等学校▶私はテストでも赤点をまぬがれれ
ば良いではなく、100 点を目指し努力する
子であり、やる気と根気は人一倍あると
思っています。
◦後列左から   三本　彩可　みもと　あ
やか▶本館５C 病棟看護師▶高知市春野町
▶高知中央高等学校▶スポーツが好きで
す。とくにソフトボールを中学からやって
いて、就職してからも社会人チームでやっ
ていこうと思ってます。
大川　佳織　おおかわ　かおり▶本館６
B 病棟看護師▶高知市▶徳島文理大学▶ス
ポーツが好きで、よく香川県のスポッチャ
でストレス発散しています。スポーツ仲間

を募集しています。
齋藤　佐也香　さいとう　さやか▶本館
６B 病棟看護師▶大豊町▶高知中央高等学
校▶海外、国内とわず旅行が好きで、友人
と良く温泉に出かけます。新しい分野での
仕事を一日でも早く覚えれるよう努力して
いきたいと思います。
西川　智秋　にしがわ　ちあき▶本館６B
病棟看護師▶須崎市▶高知学園短期大学▶
趣味は旅行をすることです。今、いちばん
行きたいところは九州です。遊園地、買い
物行きたーい！
小原　千沙　おはら　ちさ▶本館６C 病
棟看護師▶高知市▶高知大学▶カラオケや
ドライブが趣味です。楽しいことが大好き
です。仕事とのメリハリをつけて元気に働
きたいと思います。

ろんな所に行けたらと思ってい
ます。
◦後列左から   曽我　是穂　
そが　よしほ▶リハ４西病棟看
護師▶高知市▶独立行政法人国
立病院機構高知病院附属看護学
校▶趣味は映画観賞です。普段
アクティブな方ではありません
が、 仕 事 を し な が ら 色 ん な 事
に挑戦していきたいです。是非
誘って下さい。
西森　咲希　にしもり　さき
▶リハ４東病棟看護師▶南国市
▶高知中央高等学校▶趣味はお
かしを作ることです。食べるこ
とももちろん好きです。次はマ
カロン作りに挑戦してみたいと

思っています。◦前列左から  山本　未来　やまもと　
みく▶リハ２東病棟准看護師▶土佐清水市
▶龍馬看護ふくし専門学校▶趣味は読書で
す。特に日本文学が好きです。好きな作家
は小川洋子さんと新海誠さんです。
山﨑　卓哉　やまさき　たくや▶リハ２
東病棟介護福祉士▶香南市▶国士舘大学▶
アウトドアが好きで、よく釣りに出かけ自
然を満喫しています。又、中学生の時から
続けているソフトボールも行って全国大会
にも出場しました。
笹岡　美里　ささおか　みさと▶リハ３
西病棟看護師▶高知県▶高知中央高等学校
▶高校卒業後、大阪で３年間働き高知に
戻ってきました。お酒を飲むのが好きでい

近森リハビリテーション病院 2、3、4 階病棟

◦左から  平瀬　美穂　ひらせ　みほ▶オ
ルソ４階病棟看護師▶安芸郡田野町▶大阪
府病院協会看護専門学校▶私の趣味は、よ
く食べてよく寝てよく飲むことです。おい
しいお酒を飲みながら友だちや家族と楽し
むことが大好きです。
山本　美智　やまもと　みち▶オルソ６
階病棟看護師▶高知市▶龍馬看護ふくし専
門学校▶甘党で、DVD を見ながらよく食べ
ます。学生の頃から続けているバドミント
ンを友人とやって汗を流すのも好きです。

近森オルソリハビリテーション病院

◦左から  德廣　里紗　とくひろ　りさ▶
健康管理センター保健師▶高知県▶高知大

健康管理センター、薬剤部

学大学院総合人間自然科学研究科修士課程
看護学専攻▶おいしくおしゃれなお店を巡
るのや、カレーが大好きです。ぜひおいし
いお店をたくさん教えてください。

内田　真沙美　うちだ　まさみ▶本院薬
剤部薬剤師▶大阪府▶岐阜薬科大学▶バ
レーボールやゴルフ等のスポーツが好きで
す。育児に追われる日々ですが、活動的な
毎日を送りたいと思っています。

◦左から  池内　美保子　いけうち　みほ
こ▶本院臨床栄養部管理栄養士▶愛媛県▶
高知県立大学▶１年間の研修を経て、この
春から職員として働かせていただくことに
なりました。料理が好きで、得意は揚げ物
と和え物です。
田邊　七瀬　たなべ　ななせ▶リハ臨床
栄養部管理栄養士▶幡多郡▶神戸女子短期
大学▶人のあたたかさと高知のおいしいも
のがたくさんある日曜市が好きです。今年
は行きつけのお店をみつけたいです。
髙島　里美　たかしま　さとみ▶リハ臨

臨床栄養部

◦前列左から  杉本　奈穂　すぎもと　
なほ▶リハ PT 理学療法士▶高知市
鏡▶高知リハビリテーション学院
▶私は、自然や音楽などが好きで
ドライブへでかけることも好きで
す。最近はカメラも始めてみたい
と思っています。
石黒　真理　いしぐろ　まり▶リ
ハ PT 理学療法士▶吾川郡▶高知リ
ハビリテーション学院▶今年から
テニスを始めてアクティブになり
たいと思っています。
山﨑　博未　やまさき　ひろみ▶
リハ PT 理学療法士▶高知市▶甲南
女子大学▶いろいろと吸収して成
長していきたいです。趣味は旅行
に行くことですが、他にも見つけ
ていきたいと思っています。
◦後列左から   中澤　佑介　なか

近森リハビリテーション病院理学療法科

床栄養部管理栄養士▶兵庫県神戸市▶神戸
女子大学▶神戸から単身、高知に来ました。

スノボ、ゴルフ、ジョギングが趣味です！
気軽に話しかけて下さい！
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川田　博登　かわだ　ひろと▶臨床工学
部（CE）　臨床工学技士▶高知市▶四国医
療工学専門学校▶趣味と呼べるものはあり
ませんが、身体を動かすことが好きなので、
これからいろいろなことに挑戦してみたい
と思います。
濱田　守　はまだ　まもる▶臨床工学部

（OS）　臨床工学技士▶四万十市▶四国医療
工学専門学校▶まだまだ知らない事が多す
ぎて不安が少しありますが、今までのよう
に教えられるのではなく、全ての事に対し
て積極性を持ち、少しでも早く一人前にな
れるように努力したいです。
窪内　翼　くぼうち　つばさ▶臨床工学
部（OS）　臨床工学技士▶高知市▶四国医
療工学専門学校▶体を動かす事が好きなの
で、色々なスポーツに興味があります。ま
た、釣りなどを通して自然とふれ合うこと
でリフレッシュしています。
◦後列左から   水田　星矢　みずた　せい

香南市▶四国医療工学専門学校▶おいしい
物を食べる事と作る事が好きで、よく自分
で料理をします。料理についてのアドバイ
スなどを頂けると嬉しいです。

◦前列左から  北川　寛久　きたがわ　の
りひさ▶臨床工学部（CE）臨床工学技士▶

臨床工学部（CE・OS・保守）

近澤　薫　ちかざわ
　かおる▶臨床検査
部臨床検査技師▶宮
城県仙台市▶東北大
学▶おいしいものを
食べることが大好き
です。ジャンルを問
わず、いいお店があ
りましたら是非教え
て下さい。
山﨑　早江子　やま
さき　さえこ▶臨床
検査部臨床検査技師
▶高知市▶高知学園
短期大学▶中学・高

校では吹奏楽部に所属しチューバを吹いて
いました。趣味はカラオケです。今年の夏
はよさこいで弾けたいです。
村上　詩織　むらかみ　しおり▶臨床検
査部臨床検査技師▶福岡県▶久留米大学医
学部附属臨床検査専門学校▶趣味は読書

で、特にミステリーやファンタジーが好き
です。本が好きな方ぜひ語り合いましょう。

◦後列左から   西田　和弘　にした　か
ずひろ▶画像診断部診療放射線技師▶高知
市▶神戸総合医療専門学校診療放射線科▶
常に目的を持って行動し、患者さんにより
高度な医療を提供できるよう務めていきま
す。
池　央　いけ　あきら▶画像診断部診療
放射線技師▶高知市▶鈴鹿医療科学大学▶
軽音楽、武道を趣味としています。何事に
も興味をもって、これからも趣味を増やし
ていきたいと考えています。
鎌倉　源　かまくら　げん▶画像診断部
診療放射線技師▶南国市▶神戸総合医療専
門学校▶４月から初めて社会人となり、近
森病院で診療放射線技師として働くことに
なりました。ほんの数ヶ月前まで学生でし
たが、この春より学生気分は捨て、責任感
を持ってやっていきたいと思います。

◦前列左から  安藤　綾　あんどう　あや
▶臨床検査部臨床検査技師▶高知市▶高
知学園短期大学▶雑貨を見るのが好きで
休日は雑貨屋さんに足を運んだりしてい
ます。

臨床検査部、画像診断部

◦ 後 列 左 か ら   宮 﨑　 翔　 み や ざ き　
しょう▶リハ OT 作業療法士▶吾川郡いの
町枝川▶高知リハビリテーション学院▶性
格は明るく人と関わることが好きです。元
気に挨拶をすることを心掛けています。趣
味は釣りです。
石元　智　いしもと　さとし▶リハ OT
作業療法士▶土佐市▶高知リハビリテー
ション学院▶元気が取り柄です。出かける
ことが好きで、県外にもよく遊びに行きま
す。新しい風を吹きこめるよう精一杯がん
ばります。
合田　真矢　ごうだ　しんや▶リハ OT
作業療法士▶高知市▶土佐リハビリテー
ションカレッジ▶自分を育ててくれた高知
に何かを返したいです。趣味はよさこい、
カラオケで、興味のあることにどんどん
チャレンジしてみます！
西條　大介　さいじょう　だいすけ▶リ
ハ OT 作業療法士▶徳島県▶徳島健祥会福
祉専門学校▶小説・エッセイ・新書・マン
ガ等、読書を趣味としています。東日本大
震災のボランティアとして、東松島市に３
度行っています。

◦前列左から  谷村　加奈美　たにむら　
かなみ▶リハ OT 作業療法士▶高知市▶土
佐リハビリテーションカレッジ▶勉強会
には積極的に参加をし、精一杯努力してい
きたい。趣味は漫画と絵画です。漫画を好
きな方とたくさん話したいと思っていま
す。
大川　直美　おおかわ　なおみ▶リハ OT

近森リハビリテーション病院作業療法科 作業療法士▶兵庫県
▶山口コ・メディカル
学院▶こちらでの実
習 を 通 じ て、 高 知 の
人、 土 地 に 惚 れ 就 職
を決意しました。ジャ
ズや自転車が好きで、
よさこいの見学も楽
しみにしています！
木下　里香　きのし
た　りか▶リハ OT 作
業療法士▶高知市▶
国際医療福祉大学▶
年齢と見た目の割に
は、 お っ ち ょ こ ち ょ
いな三十路のはちき

んです。趣味は映画鑑賞と２、３時間の長
風呂です。
松田　亜由美　まつだ　あゆみ▶リハ OT
作業療法士▶徳島県徳島市▶徳島医療福祉
専門学校▶一つひとつの出会いを大切にし
て充実した生活を送り、仕事に励みたいと
思います。なんでも挑戦して趣味の幅を広
げたいです。

ざわ　ゆうすけ▶リハ PT 理学療法士▶香
美市▶高知リハビリテーション学院▶私は
野球やフットサルなど、身体を動かすこと
が大好きでやっています。お酒の席も大好

きなので、お誘いお待ちしております。
森　佑介　もり　ゆうすけ▶リハ PT 理学
療法士▶吾川郡いの町▶高知リハビリテー
ション学院▶最近は、料理をよくするよう

になり、それに合ったお皿（器）も集めて
います。いいお店があればぜひ教えて下さ
い。
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◦前列左から  小林　なずな　こばやし　
なずな▶リハ ST 言語聴覚士▶京都府▶京
都医健専門学校言語聴覚科▶縁あって高知
県に来ることが出来ました。早く高知の気
風とお酒に慣れたいと思っています。高知
のいろんな所に行きたいです。
中田　千帆　なかだ　ちほ▶リハ ST 言語
聴覚士▶鹿児島県奄美市▶九州保健福祉大
学▶いつも明るく、初対面の人に対しても
笑顔で接することができます。協調性があ
り周囲の人に耳を傾け、意見を聞くことが
できます。
◦後列左から   岸田　雄斗　きしだ　ゆ
うと▶リハ ST 言語聴覚士▶高知市春野町
▶高知リハビリテーション学院▶釣りと写
真が趣味です。他にも新しいことを多く始
めてみたいので、誘って下さい。
内田　紘暉　うちだ　こうき▶リハ ST 言

近森リハビリテーション病院言語療法科

語聴覚士▶高知市▶高知リハビリテーショ
ン学院▶幼い頃から車好きで育った結果、
学生時代は車オタクと呼ばれていました。
運転も好きで、休日はよくドライブに出掛
けてます。

近森病院理学療法科
◦前列左から  大﨑　優　おおさき　ゆう

近森オルソリハビリテーション病院
理学療法科、作業療法科

近森病院作業療法科
◦前列左から  江良　千春　えら　ちはる
▶本院 OT 作業療法士▶宮崎県▶九州保健
福祉大学▶おっとりした性格とよくいわれ
ます。運動は苦手ですが、アクティブなこ
とが好きです。日々勉強と思って、いろい
ろなことに挑戦したいです。
黒岩　明日香　くろいわ　あすか▶本院
OT　作業療法士▶高岡郡日高村▶土佐リ
ハビリテーションカレッジ▶季節ごとのイ

ベントへの参加が好きなので、今
年も新しいことに挑戦したいです。
日々勉強だと思い、知識や技術を
身に付けたいです。
野口　絵梨子　のぐち　えりこ▶
本院 OT 作業療法士▶南国市▶高
知リハビリテーション学院▶食べ
ることと踊ることが大好きなので、
よさこい祭りが楽しみです。「人と
の繋がりを大切に」をモットーに、
精進したいと思います。
◦後列左から   土居　正和　どい
　まさかず▶本院 OT 作業療法士▶

高知県▶土佐リハビリテーションカレッジ
▶趣味は料理やドライブ、ツーリングなど、
趣味は多様です。新卒と同じように、元気
良く仕事に励みます。
野島　萌　のじま　めい▶本院 OT 作業
療法士▶須崎市▶高知リハビリテーション
学院▶スポーツや旅行など、趣味の幅をた
くさん広げていきたいと思っています。今
はスキューバダイビングに挑戦したいと考
えています。

かすことが好きで、よく近所に走りに行っ
たりしています。音楽鑑賞なども好きです。
小笠原　美紀　おがさわら　みき▶本院
PT　理学療法士▶高知市▶高知医療学院
▶学ぶ事、成長できることが好きです。向
上心、好奇心があります。タヒチアンダン
スをしています。ときどきイベントなどで
も踊っています。
吉永　みづ紀　よしなが　みづき▶本院
PT 理学療法士▶高知市▶高知医療学院▶
ドライブや走ることが好きです。10 年以
上陸上競技を続けているので、これからも
マラソン大会などに出たいと思います。
松田　英朗　まつだ　ひであき▶本院 PT
理学療法士▶黒潮町▶高知県立宿毛工業高
等学校▶いつも明るいです。スポーツやつ
りなど、アウトドアが好きです。最近は車
に興味があります。
◦後列左から   島﨑　省伍　しまさき　
しょうご▶本院 PT 理学療法士▶南国市▶
土佐リハビリテーションカレッジ▶趣味は
車やバイクの整備をすることです。最近車
を購入したので、休日にはドライブをして
リフレッシュをしたいと思います。
永田　林太郎　ながた　りんたろう▶本
院 PT 理学療法士▶高岡郡▶高知リハビリ
テーション学院▶ PT として大きく成長し
ていきたいと思っております。どうぞよろ
しくお願いいたします。
西森　裕祐　にしもり　ゆうすけ▶本院
PT 理学療法士▶高知市▶学校法人土佐リ
ハ学院土佐リハビリテーションカレッジ▶
滝を見に行くことが好きでスケールの大き
いものを目の当たりにすると、自分自身が
小さく感じ、逆にやる気が湧いてきます。
藤岡　亮　ふじおか　りょう▶本院 PT 理
学療法士▶吾川郡▶高知リハビリテーショ
ン学院▶明るく元気に周りの人と仲良くし
ていきたいです。

や▶臨床工学部（OS）　臨床工学技士▶高
知市一宮南町▶四国医療工学専門学校▶私
は中学時代に部活動で野球に所属していま
した。近森病院でも野球が好きな人は居る
と思うので、休日などを利用して野球をし
たいと思います。
髙野　一美　たかの　ひとみ▶臨床工学
部（OS）　臨床工学技士▶高知市▶四国医

療工学専門学校▶ドライブや旅行が好き
で、休日にはよく海沿いを走っています。
浜田　寧音　はまだ　ねね▶臨床工学部

（OS）　臨床工学技士▶幡多郡▶日本文理
大学医療専門学校▶漫画を読む事が日課で
す。社会人になり、いい齢した大人になっ
ても読み続けます。
山本　あゆ香　やまもと　あゆか▶臨床

工学部（OS）　臨床工学技士▶土佐清水市
▶四国医療工学専門学校▶私は音楽や食べ
ることが好きです。大丸で物産展などを
やっていると、つい行ってしまいます。
小川　遵　おがわ　じゅん▶臨床工学部

（保守）　臨床工学技士▶土佐清水市▶高知
県立清水高等学校▶釣りが好きで、他にも
運動など体を動かすことも好きです。

▶本院 PT 理学療法士▶吾川郡いの町▶高
知リハビリテーション学院▶私は身体を動

中元　貴文　なかもと　たかふみ▶本院
OT 作業療法士▶熊本県▶福岡医健専門学
校▶高知に引っ越してきたばかりなので、
これから高知の良い所やおいしい物を見つ
けていこうと思ってます。

◦前列左から  西野　史佳　にしの　ふみ
か▶オルソ OT 作業療法士▶愛媛県松山市
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高知ハビリテーリングセンター

　4 月 5 日、芝生の庭でハビリ恒例のお花見
会が盛大に行われました。

お花見会 そると近森会
保育室

卒 園 式

「そると」が１．５倍に拡張されました。詳しくは 6 月号でご紹介します。

今年も 13 名の、ちかもりっ子たちが卒園式を迎えました。

▶愛媛十全医療学院作業療法学科▶特技は
バレーボールで、スポーツやドライブ、友
達のコンサートに行くことが好きです。高
知で新しい趣味を見つけたいと思います。
森岡　萌　もりおか　めぐみ▶オルソ OT
作業療法士▶南国市▶土佐リハビリテー
ションカレッジ▶友人とドライブしながら
遠出をするのが好きです。社会人として責
任ある行動をし、いろんなことにチャレン

ジしていきたいです。
◦後列左から   礒　祐貴　いそ   ゆうき▶
オルソ PT 理学療法士▶高知市▶高知リハ
ビリテーション学院▶スポーツ観戦、とく
にサッカーやフットサルは、実際に行うこ
とも好きです。何事にも努力を惜しまず継
続していけることが長所で、このことを活
かして成長していきたいと思っています。
佐伯　志緒　さえき　しお▶オルソ PT 理

学療法士▶愛媛県新居浜市▶四国中央医療
福祉総合学院▶高知で初の一人暮らしを開
始。食べることが好きでハンバーグなど料
理に凝っています。しっかり運動もします。
渡辺　夏歩　わたなべ　かほ▶オルソ PT
理学療法士▶四万十市▶高知リハビリテー
ション学院▶常に笑顔を絶やさず、患者さ
んの気持ちを最優先に考え、周りの職員さ
んからも信頼を得られるようになります。

管理部、医療福祉部
◦左から  宮林　美里　みやばやし　みさと

▶医事課医療事務▶幡多郡大月町
▶穴吹医療大学校▶旅行や散歩な
ど出かけるのが好きで、次は温泉
旅行がしたいです。また今年から
はよさこいにも参加したいです。
佐藤　あゆみ　さとう　あゆみ
▶医事課医療事務▶香美市▶私立
土佐女子短期大学▶スポーツ全般
が大好きで、学生時代はバスケッ

トボール部でした。最近は運動不足が続い
ているので、何か始めたいと模索中です。

佐藤久美子  さとう  くみこ
　北 3 病棟看護師▶宮崎市
▶高知県立大学大学院看護
学研究科修士課程▶楽しい
事はご近所の犬と遊ぶこと
です。いつかは柴犬とゴー
ルデンを飼いたいと思って
います。

松本　陽子　まつもと　よ
うこ　オルソ病院６階病棟
看護師▶高知県▶国立病院
機構高知病院附属看護学校
▶映画鑑賞やドライブが好
きです。友人と美味しいお
店をみつけて出かけるのも
楽しみです。

岡林　笑加　おかばやし　
えみか　SCU 看護師▶高知
市▶高知学園短期大学▶趣
味は読書、散歩、ショッピ
ング、映画鑑賞、音楽鑑賞、
旅行等です。好奇心はある
方でいろいろなことに挑戦
したいです。

山本　渚　やまもと　なぎさ▶医事課医
療事務▶岡山県生まれ、高知市育ち▶四国
医療工学専門学校▶アニメやゲームが大好
きです。アクティブに行動する事が大好き
で、色々な行事に参加していきたいです。

三保木　咲衣　みほぎ　さきえ▶医療相
談室ソーシャルワーカー▶宿毛市▶高知県
立大学▶映画鑑賞や旅行等、基本的に友達
とワイワイすることが好きです。最近のマ
イブームは岩盤浴です。

▶卒 園 式にあたって、 あしな
がおじさんから絵本が届きまし
た。ありがとうございました。

お 知 ら せ   医療従事者対象

◦第 133 回地域医療講演会
　日時：5 月 13 日（火）18：00 ～ 19：30
　会場：管理棟 3 階会議室
　「英国の保健医療制度における

家庭医の役割　～人に寄り添い、
地域で支えるプライマリ・ケアとは～」

　講師：英国家庭医療専門医　澤憲明先生
　「英国における家庭医療研修と

家庭医としてのキャリア」
　講師：Membership Royal College of 

General Practitioners Patrick Hutt 先生

◦第 134 回地域医療講演会
　日時：6 月 6 日（金）18：00 ～ 19：30
　会場：管理棟 3 階会議室
　「緊急度判定支援システム JTAS と

院内トリアージ：最新動向」
　講師：富山大学大学院医学薬学研究部

危機管理医学講座教授　奥寺敬先生
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チカモリ・シネマクラブ

第 3 2 回職員対象

いかにも宇宙人的なスケール

　ひとりでいるのが好きとか、仕事に
だけ集中している！とか、「そんな風に
いきがる歳ではなくなった」と笑う坪
井科長の毎日は、「シンプルイズベス
ト」と表現できそうだ。何ごとにつけ、
ゴチャゴチャしているのは性に合わな
い。引っ越し荷物をケース二つにまと
める話は象徴的だが、それに何の不自
由も感じず、目の前の仕事に全力投球
できているところが、いかにも宇宙人
的なスケールを感じさせる。
　外科医としては、手術の手技を活か
すべき最適のタイミングを逸しないこ
とが最優先だが、だからといってすぐ
手術ではなく、あくまで「患者さんの
生活在りき！」を考え、あらゆる背景
を慎重に考慮すべきだと、常に自身に
言い聞かせているのだという。手術は
最終手段だが、手術せず治せるならそ
れがいちばんだから、診療科を超えて
患者さんの背景を勘案して、なにが最
良の方法かを探し続ける途上にいる。
　夜中に緊急手術で呼び出されること
も、土日に出勤することもある。呼び
出しに備えてお酒は控えるし、何泊も
の旅行はしない。生活の基盤となって
いるものが仕事で、近森病院での勤務
医としての自分がいるわけだから、こ
の生活が不自由だとか、窮屈だとかは
感じようがない。「シンプルイズベスト」
な日々が淡々と流れている。

諸先輩に助けていただいてます

　医学部の受験を考えたのは都立高校
三年の秋で、それまでは物理や数学の
さっぱり割り切れる現象が気に入って
おり、その方面に進むつもりだった。
それが病理に進む同級生の話を興味深
く聞いたことで医学部志望に変え、そ
れが出発点になったとでもいうのか、

「消化器」との関わりが続き、医学博士
取得の論文も、臨床医となってからの
専門もずっと「消化器」に関係してきた。
　北村龍彦副院長をはじめ、群馬大学
同門の先生方には仕事の専門領域を超
えて、「いろいろ気を遣っていただき、
何とかやれています」という部分が大
きいのだそうだ。

　「これって、副院長の心遣いなんだろ
うな…」とか、諸先輩方の押しつけが
ましさのない細やかさに支えられて、
高知での単身生活も「うんと若かった
とき」の 1 年を足して、やがて 10 年
になる。

小さい身体に鋼
はがね

の精神

　農業経済学が専門の父親と専業主婦
の母親は、海外での暮らしが長く、東
京世田谷の実家に帰る回数が何となく
減り、そんな家庭環境も坪井先生の「生
活臭を感じさせない」シンプルさに、
いつの間にかつながったのかも知れな
い。
　それでも両親が
高知に遊びにくる
と、冷蔵庫は食品
で溢れ、母親は娘
のために食べ物を
嬉々として準備し
てくれるそうで、
ときどき、そんな
家庭の味を思いだ
しつつ、シンプル
イズベストの日常
に満たされて、外
科医のキャリアを
積んでいる。
　小説も読むし、音楽も聴く。趣味と
いえば、昔は水泳で、いまは車が気に
入っている。時間ができるとドライブ
に出て、あるいは遠くまで歩き、また
スッキリして、仕事に特化したような
日常に戻る。
　フードファイター的によく食べると
いうのがスタッフの見方だが、「若い頃
に比べると量は随分減ったし、この子
はよく食べ、よく呑むと言ってくださ
る先輩の先生の期待を裏切ってはいけ
ない！と張り切った部分もあるんです

（笑）」と、これは食欲旺盛だった頃へ
の懐かしさをこめた言い訳のようでも
ある（笑）。
　常に全力投球できるようしっかり食
べてハラに力を込める。そんな坪井科
長の気概は患者さんやご家族に、「小さ
い身体に鋼

はがね

の精神」の頼れる外科医と
映っているようだ。

人物ルポ 289 ◦近森病院 消化器外科 科長／坪井香保里（かおり）さん

▼外で夕食を済ませるときは、気に入りの
お店のおかみさんのおふくろの味に癒され
ている。坪井科長は癒され名人。だから、
仕事上のピンチも、こんな風にときを過ご
して一晩休めば、翌日は元気なポーカーフェ
イスに戻れるのだ。これが特技でもある。
鋼の精神の持ち主！

▶外来診察中のひとこま

シンプルイズベストな日々
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　 人 の 動 き 敬称略

　 編 集 室 通 信
　「休日は何してるの？趣味は？」とい
う会話、多いですよね。私は「休日は
BOOKOFF と TSUTAYA でできている」と
答えています。古本を買ったり、DVD を
レンタルしたり。マイカー非所有者には
ちょっと辛い距離ですが、運動不足解消
と出不精打破のための試練と思い、自転
車をこぐ日々です。　　　　　　　  （須）

○昇格人事
◆ 3 月 16 日付　坪井香保里・消化器外
科 科長／辻井茂宏・外科 科長／岡本充子・
社会医療法人近森会 統括看護部長／和田
廣政・近森病院総合心療センター 事務長
◆ 4 月 1 日付　松永智香・近森病院総合
心療センター 看護部長 兼 キャリア開発
課 課長／工藤淑恵・看護部 シニア看護
師長（集中治療部）／佐藤久美子・看護
部 主任（近森病院教育担当）／岡村瑠美・
看護部 主任心得（SCU）／田口喜子・訪
問看護ステーションラポールちかもり所
長（主任心得待遇）／今西清子・明神有希・
薬剤部 主任心得／佐藤亮介・臨床栄養部 
近森病院栄養科 科長／有光純子・和田　
早織／臨床栄養部 近森病院栄養科 主任
／川﨑麻由・臨床栄養部 近森病院総合心
療センター栄養科 主任心得／刈谷雅理・
診療支援部 医事課 主任
○人事異動
◦看護部◦　◆ 3 月 16 日付　中越愛主
任・ICU → SCU ／渡邊のぞみ・リハ病院
2 階東病棟→リハ病院 2 階西病棟／山口
綾子・リハ病院 4 階西病棟→リハ病院 3
階西病棟
◆ 4 月 1 日付　谷岡麻衣・外来センター
( 内視鏡センター ) →人工透析室／吉川
幸恵・外来センター ( 点滴センター ) →
オルソ病院 5 階病棟／小松一臣・手術室
→ HCU ／佐藤久美子主任・救命救急病
棟→北館 3 階病棟／梅原典佳・救命救
急病棟→ ICU ／西森公美主任・救命救
急病棟→オルソ病院 4 階病棟／桒名千
里・ICU →救命救急病棟／高橋奈菜・本
館 5B 病棟→外来センター ( 心臓血管外
科外来）／坂田瑛梨花・本館 5B 病棟→
救命救急病棟／山下章子・西森知子・本
館 5C 病棟→ ICU ／伊勢脇瑞葉・本館 6C
病棟→ ICU ／吉村美江・本館 6C 病棟→
救命救急病棟／池上小也加・HCU →救
命救急病棟／坂田佳帆・HCU →本館 6B
病棟／三本将司・SCU →救命救急セン
ター ( 放射線科 ) ／ 村田美保・北館 3 階
病棟→本院地域医療連携室／江村優・濱
口菜々・北館 4 階病棟→総合心療セン
ターメンタル 4 階病棟／小松加奈・北館
4 階病棟→救命救急病棟／茨木香衣・北
館 5・6 階病棟→ ICU ／萩原博看護師長・
総合心療センターメンタル 4 階病棟→総
合心療センター外来／藤枝真美・総合心
療センターメンタル 4 階病棟→総合心療
センターメンタル 5 階病棟／別役真央・
リハ病院 2 階東病棟→リハ病院 2 階西病
棟／恒石麻里・リハ病院 2 階西病棟→リ
ハ病院 4 階西病棟／中村優子・リハ病院
4 階西病棟→リハ病院 3 階東病棟／小松
真依・オルソ病院 4 階病棟→本館 6B 病
棟／濱田千世・オルソ病院 5 階病棟→北
館 5・6 階病棟／藤原志保・オルソ病院
4 階病棟→オルソ病院 6 階病棟　
◦管理部◦　◆ 3 月 30 日付　山本千晶・
リハ病院医局秘書→内科秘書
◆ 4 月 1 日付　岡林若葉・診療支援部医
事課→診療支援部診療情報管理室／宮下公
将・診療支援部企画課→診療支援部医事課
○ 3 月の退職者
◆ 13 日付　上主楓・リハ病院 4 階東病

棟看護師
◆ 15 日付　梶原和歌統括看護部長 (3 月
16 日より非常勤看護担当理事 ) ／久保有
理・救命救急病棟／衛藤由美・リハ病院
2 階西病棟看護師／吉本佳奈・リハ病院 4
階東病棟看護師／泉山夕子・オルソ病院 5
階病棟看護師／今城健吾・文野孝浩・画
像診断部診療放射線技師
◆ 24 日付　島田由希子・リハ病院 3 階
東病棟介護福祉士
◆ 31 日付　宮本由賀・重清知子・滝内
るり子・古曽部和彦・雲井美帆・初期研
修医／大塚亮介・整形外科医師／荒井悌
子・循環器内科医師／中岡大士科長・荒
川悠 (4 月より非常勤 )・呼吸器内科医師
／田井龍太・心臓血管外科医師 (4 月より
他院研修 ) ／小松奏子・神経内科医師 (4
月より他院研修 ) ／清水愛香・救命救急
センター (ER) 看護師／田村優枝・手術室
看護師／森奈々・濱崎南見子・救命救急
病棟看護師／平賀弥江・ICU 看護師／大
坪文花・田邊博子・本館 5B 病棟看護師／
福永朋子・本館 5C 病棟看護師／吉本恭子・
本館 6B 病棟看護師／竹内貴博・楠瀬正士・
SCU 看護師／前田佐和・リハ病院 3 階東
病棟看護師／山崎圭・総合心療センター
メンタル 4 階病棟看護師／林義人・総合
心療センターメンタル 5 階病棟看護師／
成岡美穂・村田ヒロ子・オルソ病院 6 階
病棟看護師／久保博美看護師長・訪問看
護ステーションラポールちかもり所長 ( 休
職 ) ／旭綾・北館 5・6 階病棟看護補助者
／本久雄一・和田賢治・杉野廣大・小東
亮介・原田崇行・本院理学療法科理学療
法士／伊藤亜美・本院言語療法科言語聴
覚士／熊谷匡紘・飛鳥誉夫・リハ病院理
学療法科理学療法士／仁田憲司・大北未
悠・リハ病院作業療法科作業療法士／大
北裕太・リハ病院言語療法科言語聴覚士
／横川友美・本院薬剤科薬剤師／北川玄・
リハ病院薬剤科薬剤師／廣田友香・本院
栄養科管理栄養士／津田文・リハ病院栄
養科管理栄養士／檜垣千穂・メンタルデ
イケアソーシャルワーカー／奥田由美・
健康管理センター保健師／佐々木昭典・
野崎浩平・診療支援部医事課

お め で と う

図書室便り（2014 年 3 月受入分）

◦恋する心エコー : 心機能は 4 つの線で
理解できるメルクマール編／福田大和

（他著）
《別冊・増刊号》

◦別冊 医学のあゆみトランスポーター
と疾患研究の最前線／楠原祥之（編）
◦臨床栄養 別冊 NCM シリーズ 9 小児
の臨床栄養エビデンスとトピックス／
雨海照祥 ( 編）

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
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

17,398 人
804 人
804 人

14.09 日
96.41 %
433 件
235 件
381 件
268 件
157 件

2014 年 3 月の診療数  システム管理室

◦  平成 26 年 3 月  県外出張件数  ◦
件数 81 件延べ人数 163 人

　　 歳時記5月 の
近森オルソリハビリテーション病院

外来看護師　岡本  美穂

カスミソウ

絵・総務課
広報担当
公文幸子

　カスミソウは花束では
他の花の引き立て役のよ
うですが、実はベビーブレ
ス ( 赤ちゃんの吐息 ) とい
うすてきな英名が付いて
いて、精神を安定させ不
眠症に効果があるといわ
れています。可憐なこの

花にぴったりな名ですよね。私もカスミソウ
のように周りをそっと癒してあげられる可憐
な存在でありたい。　　　   おかもと　みほ


