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ら血液 55ml を採取して特殊なキッ

トに入れて 15 分間遠心分離機にか

け 6ml の PRP を取り出し、さらにそ

れを別の特殊キットに入れて 2 分間

遠心分離機にかけ 2.5ml の APS を抽

出します。これを患者の膝関節内に

注射して完了です。採血から注射を

するまでの所要時間は約 30 分、1 回

だけの治療で済みます。

全国で約 40 施設のみが施術可能

　ただ 2014 年からは他の再生医療

と同様に PRP 療法・APS 療法も再生

医療法のもとで行わなければならな

くなり、種別ごとに厚生労働省への

届出が必要になりました。関節外に

行う PRP 療法は第 3 種に、関節のみ

に行う APS 療法は第 2 種に分類され

ています。血液から血漿を採取する

際のキットや加工施設にも厳しい安

全基準が設けられており、施術の手

公開県民講座　救急科　根岸正敏
　近森病院附属看護学校　入学式

　135 名の新人を迎えて
　2018 年度　初期臨床研修修了式

　乞！熱烈応援 33 名
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人が持っている力を利用する
再生医療

　再生医療にはさまざまな種類があ

り、ヒトの胚（受精卵）から培養し

てつくる ES 細胞（胚性幹細胞）、人

工的に作製する iPS 細胞（人工多能

性幹細胞）、体内にある体性幹細胞を

使って体の組織や臓器を修復再生す

る研究が進められています。整形外

科では、血液中の血小板に含まれる

サイトカインなどの成長因子の力を

利用する PRP 療法・APS 療法などの

再生医療が行われています。キズつ

いた組織を再生しようとする力を強

くしたり、人が持っている自然に治

そうとする力＝自然治癒力を利用す

るなど、人がもともと持っている力

を利用する治療です。

PRP 療法：多血小板血漿を
注射し、治癒を促します

　PRP（Platelet Rich Plasma） 療 法

は、自分の血液から血小板を多く含

近森病院整形外科　統括部長　衣笠  清人

次頁へ続く

整形外科　再生医療 APS 療法スタート！

む PRP（ 多 血 小 板 血

漿）を抽出し、患部に

直接注射して治癒を促

す治療です。海外では、

2000 年頃からプロ野

球選手やアスリートが

じん帯や腱、軟骨を損

傷した際に PRP 療法を

用いた治療が行われ始

め、徐々に知られるよ

うになりました。メジャーリーグの

田中投手や大谷選手が肘の治療を受

けたことをご存じの方も多いでしょ

う。

APS 療法：PRP を分離し加工し、
有効成分を

高濃度に抽出

　APS 療法はこれを発展させた治療

法とも言えます。PRP 療法・APS 療

法は、ともに採取した自己血液を特

殊なキットを使って加工した PRP や

APS を注射器で体内に戻す治療です。

具体的には APS 療法は、患者さんか

遠心分離した高濃度の PRP を抽出

変形性膝関節症に対する最新治療！
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順も細かく決められています。それ

らをクリアし、認可を受けた医療施

設でのみ治療可能ですが、APS 療法

は昨年 8 月からやっと治療が受けら

れるようになったばかりです。現在

日本全国で約 40 施設で施術可能と

なり、当院でも変形性膝関節症に対

する治療のひとつとして本法を今年

4 月から始めました。

軽度～中等度の
変形性膝関節症が対象

　対象は軽度～中等度の患者さんと

なります。年齢に制限はありません

が、レントゲンで膝の変形がさほど

ひどくないのに痛みが強いか、変形

がやや進行しているけれどもどうし

ても手術をしたくない場合が適応に

なります。変形性膝関節症は、運動

や重労働による膝の使い過ぎや、加

齢に伴って膝と骨との間でクッショ

ンの役割をしている軟骨がすり減り、

痛みを生じる病気です。

炎症性サイトカインの
攻撃をブロック、

1 回の治療で 2 年間痛み無く

　そして APS とは、抗炎症サイトカ

インなどの成長因子が含まれた自己

タンパク質溶液で、膝軟骨の炎症や

劣化を引き起こす炎症性サイトカイ

ンの攻撃をブロックする作用があり

ます。この抗炎症作用により、関節

内の炎症性物質と抗炎症性物質のバ

ランスを整えることで膝軟骨の炎症

を鎮め、損傷部に生じる痛みの軽減

が期待されています。欧州での開始

後 2 年間のデータが公開されており、

たった 1 回の APS 投与後から徐々に

痛みがなくなり、多くの人が 2 年間

痛みなく過ごせたという報告があり

ます。

過度な期待は禁物、
手術も視野に入れた

治療法選択を

　膝の痛みをかばいながら生活する

と、股関節や足首など他の関節にも

支障が出てくることもありますので、

APS 療法は痛みを軽減する手段の一

つになることが期待できます。しか

し過大な期待は禁物で、APS 療法で

骨や軟骨が新しく作られるわけでは

なく、年月が経つ内に軟骨や骨が少

しずつすり減り、変形性膝関節症が

進行する場合もあります。最終的に

は手術も視野に入れ、検討すること

が大切です。また現在この治療は自

由診療であり、かなり高額の治療費

( 約 30 万円 ) が必要になりますので、

医師からきちんと説明を受け、ご自

身が納得した上で治療法を選択され

た方がよいでしょう。

選択肢を広げる APS 療法

　変形性膝関節症の患者さんには、

一時的に痛みをとるヒアルロン酸注

射やリハビリなどの保存療法で長く

過ごし、骨が変形し歩けなくなって

から仕方なく手術に踏み切るケース

が多く見られます。当院では比較的

早い段階での手術を勧めていますが、

「手術は絶対に嫌だ」という患者さ

んも多く、皆さん日々の痛みに悩ん

でいらっしゃいます。APS 療法は痛

みの緩和に高い効果が期待でき、患

者さんにとっては治療の選択肢が広

がったと思います。
きぬがさ　きよと

前頁から続く

　
柚　子

近森病院　理学療法士
杉本奈穂

歳 時 記5 月 の

　5、6 月頃に花が咲

き、5 月 25 日 の 誕

生花ともされていま

す。果実の特徴的な

香りとは違ってほの

かな甘い香りがします。

花言葉は「健康美」。

　果実には疲労回復や健康促進の

効果があるといわれています。幼

い頃に家の近くにある柚子の木

を、花から果実になるのはまだか

まだかと眺めていたことを懐かし

く思い出します。

すぎもと　なほ

そると近森会
保育室

　2019 年 3 月 30 日（土）11 人の元気な近森っ子が修了式を迎えました。

そると修了式
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　第 167 回地域医療講演会

　第 168 回地域医療講演会

皮術（P ／ D）についてビデオを御

提示いただきながら解りやすく解説

いただきました。

　またご自身の米国ハーバード大学

での研究・臨床留学経験をもとに、

若い医療スタッフへ海外留学挑戦の

エールを送られるとともに、刮目す

べき進化を遂げる中国の呼吸器外科

事情についてもご自身の旅行記を交

えながら楽しくご紹介いただきまし

日本で最初に設立された周術期管理

センターでの歯科部門の責任者とし

て大きな役割を果たし、この領域の

保険診療報酬取得にも成功した立役

者でもあります。

　急性期医療の新たな展開をもたら

す口腔管理について、曽我先生は、

その意義を具体的なデータを持って

説明し、近森病院にさらなる医療の

発展を期待させる内容でありました。
もりた　きよし

た。他では聞くことのできない興味

深いご講演でした。
あなやま　たかし

　今回の地域医療講演会では、入江

博之先生より山口宇部医療センター

呼吸器外科の岡部和倫先生をお招き

いただきました。

　岡部先生は呼吸器外科領域で最も

予後不良な疾患である悪性胸膜中皮

腫の外科治療の権威としてご高名

で、高難度手術である胸膜肺全摘術

（EPP）や、肺を温存しつつ壁側・臓

側胸膜のみを切除する胸膜切除／剥

　この４月から、近森病院に新たな

診療科が発足するにあたり、岡山大

学病院医療支援歯科の曽我賢彦先生

により、第 168 回地域医療講演会が

開催されました。

　近年、周術期を含む急性期医療領

域において、口腔管理が術後肺炎予

防や栄養管理改善などに大きな影響

を与え、早期離床や早期退院を促し、

予後にも大きな影響を与えることが

分かってきました。

　曽我先生は岡山大学病院において、

気軽に聞ける
呼吸器外科の話題

周術期の口腔管理が広げる医療の幅

近森病院　呼吸器外科 非常勤医師
高知大学医学部外科学（外科 2）講座
准教授　穴山  貴嗣

近森病院顧問
川崎医科大学特任教授
岡山大学名誉教授
上海交通大学客員教授　森田   潔

2019 年 3 月 15 日

2019 年 3 月 19 日

独立行政法人国立病院機構
山口宇部医療センター

外科系診療部長・呼吸器外科長
岡部和倫先生

岡山大学病院
医療支援歯科治療部部長
　准教授　曽我賢彦先生

▲執筆者前列右端
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　桜の満開を迎えた去る 4 月 6 日に、

かるぽーとで「公開県民講座」が救

急医療をテーマに開催されました。

北米型の救急医療体制として「誰で

も、いつでも、どんな疾患でも」受け

入れる当院の特徴、中四国でも有数

の救急車、重篤患者さんの受け入れ

現状について根岸から報告しました。

　その後、まず救急科の井原部長か

ら ER での外傷治療の現状と注意点

について、見落としてはならない心

筋梗塞の症状や最新治療について山

本循環器内科部長から、後半には脳

卒中治療として、血栓溶解薬の適応

基準、血栓回収療法について西本脳

神経外科科長から、最後に高齢化に

伴い急増する大腿骨頸部骨折の治療

と予防法などが井ノ口整形外科科長

により、それぞれ動画やアニメーショ

ンなどを用いたプレゼンテーション、

劇的な改善症例などが報告されまし

た。なお途中、「救急車の適正利用と

予防救急」について高知市消防局常

石さんからの広報もありました。

　参加者からは分かりやすいとの好

評をいただきました。今後も高知県

の救急医療をリードする病院として

の自覚をもって、一人でも多くの命

を救うべく努力してまいります。
ねぎし　まさとし

（司会・執筆）近森病院
救命救急センター長

根岸  正敏

高知市消防局救急課
救急統括  常石  栄也  様

救急科部長
井原  則之

循環器内科部長
山本  哲史

脳神経外科科長
西本  陽央

整形外科科長
井ノ口  崇

▼ 300 名以上の参加があり、リハビリ体操の実演も

▲好評だった ER でのトリアージ（緊
急度判定システム）の紹介寸劇

第 21 回  公開県民講座 2019 年 4 月 6 日　

近森病院救命救急センター
センター長　根岸  正敏

救命救急の近森病院、その最前線

　母の出汁巻き玉子お弁当拝見 71
近森オルソリハビリテーション病院
　　　　　　　　　3 階病棟看護師　梅木  真里奈

　母の甘めの出汁巻き玉子が好き

で、作り方を習ってお弁当によく入

れています。「料理ができるように

なるから短大からは自分で作りなさ

い」と言われ初めは渋々作っていま

した。

　元々食べること

が好きなのでいま

では料理も好きになって、作り置き

できるもので野菜がとれるように考

えてはいます。お昼のお弁当のわく

わく感はいまでも変わらないです。
うめき　まりな
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　多くの学生は社会に踏み入れる第

一歩として当看護学校を選ばれまし

た。医療を取り囲む社会環境は人口

減、医療費抑制など厳しくなってい

ますが、そのような逆風のなかでも

選ばれる看護師となれるよう、学生

生活を通じていろいろなことを経験

して下さい。近森会では、看護学生

が人間性豊かな人生を紡いでいける

ように、いろいろな機

会を通じて彩りが添えられるように

準備をしています。

　「健康な肉体に健康な精神は宿る」

といいます。現実を直視して、いま

なにをしなければいけないか、とい

うことを考えて、充実した学生生活

を送っていただきたいと思っていま

す。
やまさき　まさひろ

　春の暖かい日射しのなか、平成 31

年 4 月 3 日、近森病院附属看護学校

の第 5 期生 41 名が入学してきまし

た。第 5 期生の特徴は、社会人 16

名が含まれていることです。右も左

も分からない新卒者にとって、社会

人学生は頼れる存在になると思いま

す。

　実習も含め、在学 3 年間で 3,000

時間の授業内容は、急速に進歩する

現代医療の修学では不十分とする意

見もあり、学生も教職員も効率的で

かつ実効的な授業内容が望まれます。

国家試験でも、これまでの知識偏重

から最近では場面設定から状況判断

を問う設問が増えており、自分の頭

で考えて判断し対応する、という一

連の思考過程が重要になってきてい

ます。

近森病院附属看護学校
　　　　　　　学校長　山﨑  正博

近森病院附属看護学校　入学式

第 5 期生を迎えて

近森正幸近森会理事長から祝辞
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2019 年春　135 名の新人を迎えて

▲最後まで懇親会後片付けを手伝った 3 人。その他率先して
手伝ってくれた新人さんありがとう！

▲オリエンテーリングではヘリポートにも 代表挨拶の坂本礼聡研修医▼▲優勝の C チーム

▼リハスタッフ集合

所属長や先輩を交えて盛大に開催された懇親会
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転車を楽しんでいます。美しい食事と
寝ることが大好きです。
後列◦杉村  和律  すぎむら  かずのり
①初期研修医（1 年目）②大阪府③高
知大学④ 6 年間、高知で大学生活を送っ
ているうちに高知が大好きになりまし
た。高知の海鮮、日本酒を楽しんでい
きたいと思います。
中山  拓紀  なかやま  ひろき①初期研
修医（1 年目）②高知県③高知大学④
学生時代ずっとゴリゴリの体育会系で
すが、意外とおしゃれなものとか好き
です。今の趣味はいろいろな地域のス
タバを巡ることです。
鳴神  江莉  なるかみ  えり①初期研修
医（1 年目）②和歌山県③高知大学④
常に笑顔を心がけ、信頼される医師に
なれるように、日々精進していきたい
と思っています。
前田  理沙  まえだ  りさ①初期研修医

（1 年目）②高知県③高知大学④まだま
だ知識は浅いですが、早く一人前の医
療人になれるよう、努力します。
梁瀬  瑛蘭  やなせ  よんらん①初期研
修医（1 年目）②東京都③東京女子医
科大学④身体を動かすことが好きです。
高知のおいしいご飯をたくさん食べた
いです。

前列◦堤田  慎  つつみだ  しん①初期
研修医（1 年目）②小牧市③高知大学
④テニス部出身でバスケ観戦が趣味、
と少し曲がってますが、医療に対して
は真っ直ぐに向き合っていきたいと思
います。
岸本  浩一郎  きしもと  こういちろう
①初期研修医（1 年目）②土佐市③北
里大学④趣味はバイクと釣りです。バ
イクで知らない街や道を走るのが大好
きです。未知なる高知を開拓していき
たいです。
三枝  寛理  さえぐさ  ひろよし①初期

もいろいろな所に行きながら、仕事、
趣味共に充実させていきたいです。
横田  遼二郎  よこた  りょうじろう①
本院作業療法科作業療法士②南国市③
高知リハビリテーション学院④趣味は
バスケットボールをすることです。同
期と協力しながら仕事を覚えていきた
いです。
𠮷川  晟矢  よしかわ  せいや①本院作
業療法科作業療法士②南国市③土佐リ
ハビリテーションカレッジ④新社会人
として、作業療法士としてのスタート
を近森病院で始めさせていただき、と
てもうれしいです。誠心誠意務めさせ
ていただきたいです。
河本  実紗希  かわもと  みさき①本院
言語療法科言語聴覚士②吾川郡③高知
リハビリテーション学院④私はお酒が
好きです。友人と楽しくのんだり、一
人でバーに行くこともあります。笑顔
と元気を大切にしていきたいです。

学療法科理学療法
士②四万十市③高
知医療学院④ 1 日
も早く戦力になれ
る よ う 精 進 し ま
す。登山が好きで
す。
中島  早智  なかじ
ま  さち①本院作
業療法科作業療法
士②高知市③高知
リハビリテーショ
ン学院④私は、ひ
とにとって「意味
のある作業」につ

いて考え患者さんや職員の方々に信頼
されるような作業療法士を目指します。
後列◦山本  純  やまもと  あや①本院
作業療法科作業療法士②高知市③土佐
リハビリテーションカレッジ④動物園
巡り、ドライブが好きです。これから

前列◦和田  みづき  わだ  みづき①本
院理学療法科理学療法士②高知市③高
知リハビリテーション学院④美味しい
ものを食べることやカフェ巡りが好き
です。笑顔を大切に働いていきたいで
す。
門田  涼果  かどた  すずか①本院理学
療法科理学療法士②高知市③土佐リハ
ビリテーションカレッジ④高校時代に
カヌー部に所属していたこともあり、
アウトドアスポーツに興味があります。
趣味の幅を広げるためにも挑戦したい
です。
豊田  貴史  とよた  たかふみ①本院理

研修医（1 年目）②神奈川県③横浜市
立大学④生まれ育った神奈川県を飛び
出して高知県に来ました。中高はバス
ケットを、大学ではラグビーをしてま
した。
坂本  礼聡  さかもと  ひろあき①初期
研修医（1 年目）②福岡市③九州大学
④ギターを弾いたり、本を読んだりと
インドア趣味が多いですが、せっかく
の高知、自然とも戯れていきたいです。
柴田  純季  しばた  じゅんき①初期研
修医（1 年目）②徳島県③高知大学④
基本的にインドアですが、通勤用の自

  写真の人物説明は前列左から（以下同じ）

　近森病院理学療法科／作業療法科／言語療法科

　初期研修医

　近森リハビリテーション病院理学療法科
前列◦中越  翔太  なかごし  しょうた
①リハ病院理学療法科理学療法士②高
知市③高知リハビリテーション学院④
趣味は体を動かすことで、小学校の頃
からサッカーをやっています。どんな
ことにも積極的に取り組んでいきます。

髙橋  真穂  たかはし  まほ①リハ病院
理学療法科理学療法士②姫路市③神戸
学院大学④初めての高知で、観光スポッ
トやカフェを巡るのを楽しみにしてい
ます。オススメあれば教えてください。
安岡  裕生  やすおか  ゆうき①リハ病
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細川  菜々  ほそかわ  なな
①オルソリハ病院理学療
法科理学療法士②香南市
③高知リハビリテーショ
ン学院④最近ポットに唐
辛子の種をまきました。水
やりをしながら芽がでて
いるか確認するのが今の
楽しみです。
安並  大地  やすなみ  だい
ち①オルソリハ病院理学
療法科理学療法士②高知
市③高知リハビリテーション学院④高
校まで野球をしていました。現在は趣
味程度に野球、ジョギング、水泳など
をしています。また、よさこい祭りも
大好きです。
道倉  碧海  みちくら  たくみ①オルソ

リハ病院作業療法科作業療法士②高知
市③高知リハビリテーション学院④学
生のころからスポーツをしており、体
力には自信があります。その体力を武
器に精力的に仕事に取り組んでいきた
いと思います。

前列◦刈谷  美月  かりや  みづき①リ
ハ病院作業療法科作業療法士②高知市
③高知リハビリテーション学院④患者
さんから信頼される作業療法士になり
たいと思っています。よろしくお願い
します。
大西  柚希  おおにし  ゆずき①リハ病
院作業療法科作業療法士②香川県③愛
媛県四国中央医療福祉総合学院④少し
でも早く皆さんの力になれるよう頑張
りたいと思います。高知のことは全然
分からないので、たくさん教えてくだ
さい！！
池  明日香  いけ  あすか①リハ病院作
業療法科作業療法士②高知市③高知リ
ハビリテーション学院④患者さんに信
頼していただけるような、作業療法士
になりたいと思っています。分からな
いことばかりだと思いますので、多く
のことを吸収していき、一生懸命頑張
ります。よろしくお願いします。
後列◦清家  和  せいけ  いずみ①リハ
病院作業療法科作業療法士②宇和島市
③徳島医療福祉専門学校④小学校 2 年
生から高校までバレーボールをしてい
たため、身体を動かすことは好きです。
また、美味しいものを食べることも大
好きです。
髙橋  樹乃  たかはし  きの①リハ病院
作業療法科作業療法士②高知市③土佐
リハビリテーションカレッジ④趣味は
映画鑑賞です。これまでいろいろなジャ
ンルを観ていますが、とくに洋画のア
クション系などが好きで、おすすめの
作品があれば、ぜひ教えていただきた
いです。
谷渕  真由  たにぶち  まゆ①リハ病院
言語療法科言語聴覚士②高知市③京都
光華女子大学④私は映画鑑賞やカフェ
巡りが好きで、友達とよく出掛けてい
ます。休日は飼っている犬の散歩をし
たりしています。

菊池  真矢  きくち  しんや①リハ病院
言語療法科言語聴覚士②山形県③新潟
リハビリテーション大学④趣味はソフ
トテニス、楽器などになります。両方

院理学療法科理学
療法士②香南市③
土佐リハビリテー
ションカレッジ④
PT と し て、 ま た
社会人として 1 年
目であり、まだま
だ 未 熟 者 で す が、
これからセラピス
トとして、人とし
て成長していきま
す。
後列◦宮中  袈南
子  みやなか  かな
こ①リハ病院理学
療法科理学療法士
②高知市③高知リ

ハビリテーション学院④休みの日には
友達と出掛けることが多く、アウトド
アなことが好きです。明るく、いつで
も笑顔でいることがモットーです。
福永  拓人  ふくなが  たくと①リハ病
院理学療法科理学療法士②高知市③高
知リハビリテーション学院④私は小学
校から現在までサッカーを続けていま
す！また登山も好きなので、興味があ
る方は気軽に声を掛けて下さい！待っ
てます！
真鍋  佑希  まなべ  ゆうき①リハ病院
理学療法科理学療法士②愛媛県③神戸
医療福祉専門学校三田校④学生時代は
野球をしてました。野球をする際はお
誘い下さい。高知県は初めて住むので、
美味しいお店に連れてって下さい。

　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

　近森リハビリテーション病院作業療法科／言語療法科

とも初心者に毛が生えた程度です。機
会があれば、お誘いいただけると嬉し
いです。
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援部企画課②南国市③国際デザイン
ビューティカレッジ④生まれも育ちも
高知県南国市の生粋の土佐っ子です。
休日は、映画を観たり、温泉をめぐっ
たりしてすごしています。

部臨床検査技師②香美市③高知学園短
期大学④中高と吹奏楽でトランペット
を演奏してきました。楽器演奏をこれ
からも続けていきたいと考えておりま
す。楽団などぜひお誘いください。
岩井  亜優  いわい  あゆ①臨床検査部
臨床検査技師②高知市③高知学園短期
大学④幼少の頃ダンスをやっていたの
で、今でも見に行きます。同期と切磋
琢磨して頑張りたいと思います。

後列◦戸次  優衣  べっき  ゆい①臨床
栄養部管理栄養士②奈良県③大阪樟蔭
女子大学④早朝からいろいろな所に出
かけゆっくり過ごすのが好きです。高
知県でもいい所を探していきたいです。
上田  咲季  うえた  さき①臨床栄養部
管理栄養士②吾川郡③徳島大学④ドキ
ンちゃん似だと言われますが、しょう
がないさんが好きです。彼のようにポ
ジティブに生きたいです。
岡﨑  結愛  おかざき  ゆめ①臨床栄養
部管理栄養士②高知市③広島国際大学
④食べることと音楽を聴くことが好き
です。高校時代はカヌー部でした。高
知に帰ってきたので、よさこいに参加
したいと思っています。
渡辺  碧衣  わたなべ  あおい①臨床栄
養部管理栄養士②大阪府③大坂樟蔭女
子大学④高知に来て１年が経ちますが、
人が温かく食べ物も美味しくて大好き
になりました。ぜひ、おすすめの物、
場所を教えてください。

前列◦吉本  有希  よしもと  ゆき①医
療福祉部ソーシャルワーカー②高知市
③高知県立大学④趣味は、旅行やご飯
屋さん巡りなど、外に出歩くことが大
好きです。元気だけが取り柄ですので、
明るさを武器にし、これからはスキル
アップに努めていきます！！
市川  由佳梨  いちかわ  ゆかり①医療
福祉部ソーシャルワーカー②津野町③
高知県立大学④岡山県内の急性期病院
で 3 年間勤務していました。これから
は地元である高知で、ソーシャルワー
カーとして、日々自己研鑚に励みたい
と思っています。
後列◦小野  五月  おの  さつき①近森
病院附属看護学校専任教員②日高村
③人間総合科学大学④ガーデニング、
ウォーキングが大好きです。時間に余
裕があれば、なにか新しいことにチャ
レンジしてみたいです。
前野  さくら  まえの  さくら①診療支

前列◦山本  侑香  やまもと  ゆうか①
臨床検査部臨床検査技師②高知県③高
知学園短期大学④家族が好きです。
大西  萌  おおにし  もえ①臨床検査部臨
床検査技師②香南市③高知学園短期大
学④明るく、人と接することが好きで
す。業務内容などをしっかり覚え、立
派な臨床検査技師になれるよう日々努
力していきたいと思っています。
井上  もも  いのうえ  もも①臨床検査

　医療福祉部／近森病院附属看護学校／管理部

　高知ハビリテーリングセンター

 　臨床検査部／臨床栄養部

ています。仕事以外のことでは、
初めての育児に日々奮闘してお
ります。
小倉  啓伍  おぐら  けいご①画
像診断部診療放射線技師②高知
市③徳島文理大学④趣味といえ
ば筋力トレーニングです。から
だを動かすことが大好きです。
よろしくお願いします。

贄田  彩菜  にえだ  あやな①薬剤部薬
剤師②高知市③星薬科大学④音楽が大
好きで、ライブやフェスに出かけるこ
とがよくあります。一日でも早くみな
さんのお役に立てるように頑張りたい
です。
坂井  真  さかい  しん①薬剤部薬剤師②
高知市③大阪薬科大学④新たな気持ち
で、初心にかえって勉強したいと思っ

　薬剤部／画像診断部

岡林　姫花　おかばやし　ひめか①高
知ハビリテーリングセンター支援員②
高岡郡③高知福祉専門学校④趣味は料
理をすることで、一人暮らしを始め、
自分のことをすべて行うようになり、
料理がとても役立っています。
佐々木　麻実　ささき　まみ①高知ハ
ビリテーリングセンター支援員②姫路
市③関西福祉大学④身体を動かすこと
が大好きです。和太鼓を 10 年以上やっ
てきたので、いろいろな所に演奏を聴
きに行きたいです。
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前列◦笹岡  実姫  ささおか  みき① ICU
看護師②南国市③近森病院附属看護学
校④スポーツするのが好きです。最近
体を動かす機会がないので、就職を機
にスポーツを始めたいと思っています。
本荘  日美香  ほんじょう  ひみか① ICU
看護師②高知市③近森病院附属看護学
校④人との出会いを大切に努力してい
きたいと思います。
柴岡  莉織  しばおか  りお① ICU 看護
師②宿毛市③高知中央高等学校看護学
科④今まで以上に勉強し、スキルアッ
プしていきたいと思っています。
山崎  桃花  やまさき  ももか① HCU 看
護師②高知市③近森病院附属看護学校
④美味しいもの巡りが好きです。作る
のも食べるのも大好きです。いつも笑
顔を心掛けたいと思います。
後列◦澁谷  風香  しぶや  ふうか①
HCU 看護師②高知市③高知中央高等学

校看護学科④学生のころは、水泳と陸
上競技をしていました。最近はカフェ
巡りも好きになり、休日に県内を散策
することが楽しみです。
佐伯  柚果  さえき  ゆうか① HCU 看護
師②滋賀県③高知中央高等学校看護学
科④泳ぐことが大好きです。今年の夏
はシュノーケリングに挑戦してみたい
と考えています！
守屋  芹華  もりや  せりか① SCU 看護
師②中土佐町③近森病院附属看護学校
④学生時代はよさこいを踊っていまし
た。人とコミュニケーションをとるこ
とやお酒を飲むことが好きです。
千葉  玲央奈  ちば  れおな① SCU 看護
師②安芸郡③高知中央高等学校看護学
科④アウトドアもインドアも、とにか
く楽しいことが好きです。新しいこと
にチャレンジしていきたいと思ってい
ます。

　近森病院　ICU･HCU･SCU 看護部

前列◦仙頭  志保  せんとう  し
ほ①外来センター看護師②室
戸市③高知中央高等学校看護
学科④私は音楽を聴くことが
好きで、いろいろなライブに
よく行ったりしています。実
家で猫を飼っていて、帰った
時は一緒に遊んでいます。
國友  結貴  くにとも  ゆき①手
術室看護師②高知市③高知中
央高等学校看護学科④ご飯を
食べることが好きです。良い
お店があったら教えて下さい。
谷口  明日香  たにぐち  あすか
①手術室看護師②高知市③龍
馬看護ふくし専門学校④私は
スポーツが好きで、よく友達
とソフトテニスやバドミントンをして
います。最近は休日に日帰り旅行をす
ることが楽しみです。

後列◦西山  恒大  にしやま  こうだい
①手術室看護師②土佐清水市③近森病
院附属看護学校④笑顔を忘れず、患者
さんやスタッフのみなさんと関わって
いきたいと思います。

前列◦東　愛梨　ひがし　あいり①救
命救急病棟看護師②宿毛市③近森病院
附属看護学校④笑顔でみなさんに元気
と癒しを届けます！
黒瀬　美月　くろせ　みづき①救命救
急病棟看護師②高知市③高知中央高等
学校看護学科④趣味は音楽をきいたり、
体を動かすことです。笑顔でまわりを
明るくすることができます。
後列◦津野　有哉　つの　ゆうや①救
命救急病棟看護師②香南市③近森病院
附属看護学校④趣味はバイクに乗るこ
とです。長期休みになると父親とツー
リングで遠出をしています。
竹村　祥吾　たけむら　しょうご①
救命救急病棟看護師②宿毛市③四万十
看護学院④休日はロードバイクに乗っ
たりしています。国試勉強で鈍った足
を鍛え直したいです。好きな映画は

「ショーシャンクの空に」です。

森下  栞  もりした  しお
り①人工透析室准看護
師②高知市③高知中央
高等学校看護学科④趣
味は読書をしたり本屋
を巡り新しい本探しを
することです。とくに好
きなのは、有川浩先生の
塩の街や図書館戦争が
好きです。
松村  沙耶香  まつむら  
さやか①救命救急セン
ター（放射線科）看護師
②高知市③高知中央高
等学校看護学科④趣味
はドライブすることで
す。休みの日はよく遠出

しています。
西森  菜々子  にしもり  ななこ①救命
救急センター（放射線科）准看護師②
佐川町③高知中央高等学校看護学科④
食べることが好きです。

　近森病院救命救急病棟看護部

　近森病院外来センター／手術室／人工透析室／救命救急センター（放射線科 ) 看護部
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前列◦西森  楓  にしもり  かえ
で① 5B 看護師②土佐市③近森
病院附属看護学校④趣味はアニ
メや映画を鑑賞することです。
上主  茉那  かみぬし  まな① 5B
看護師②佐川町③高知中央高等
学校看護学科④趣味はサックス
を吹くことです。これからも練
習をして上達していきたいで
す。アンサンブルで演奏して聴
いてもらうのが夢です。
藤井  涼子  ふじい  りょうこ①
5B 看護師②室戸市③高知中央
高等学校看護学科④趣味はバ
レーです。妹と母と一緒にバ
レーをすることが好きです。初
めてのことをたくさん吸収して
スキルアップを目指したいです。
後列◦黒萩  茉理  くろはぎ  まり① 5C
看護師②宿毛市③近森病院附属看護学

前列◦西森  千絵  にしもり  ちえ① 6A
看護師②吾川郡③近森病院附属看護学
校④リラックスできる音楽を探し、ゆっ
くりとした時間を過ごすのが好きです。
中谷  美乃里  なかや  みのり① 6A 看護
師②高知市③高知学園短期大学④音楽
を聴くことやゲームをすることが趣味
です。休日はテレビを見てリフレッシュ
しています。
伊勢𦚰  涼乃  いせわき  すずの① 6A 准
看護師②高知市③高知中央高等学校看
護学科④絵を描くことが好きで、よく
手先が器用だといわれています。
松本  真理菜  まつもと  まりな① 6A 看
護師②安芸市③高知中央高等学校看護
学科④中学 3 年生の時にアルフィーを
テレビでみてから、ずっとアルフィー
のファンです。とくに坂崎幸之助さん
を推しています。
後列◦大谷  めい  おおたに  めい① 6B
看護師②フィリピン③近森病院附属看
護学校④私は、フィリピンと中国、そ

校④ミニチュアハウスを作ることと着
物を着ることが好きです。珍しい趣味
ですが、話が合う仲間ができたらいい

してスペインのミックスです。趣味は、
映画の鑑賞、旅行、お酒を飲むことが
好きです。

なと思っています。
川村  実愛  かわむら  
みあい① 5C 看護師②
四万十市③高知中央
高等学校看護学科④
いつも明るく笑顔な
ところ。
大石  和生  おおいし  
わき① 5C 看護師②室
戸市③高知中央高等
学校看護学科④漫画
やアニメ、それに小
説が好きなので、本
でいっぱいの部屋に
住むことが夢です。
西本  飛向  にしもと  
ひゅうが① 5C 看護師

②高知市③近森病院附属看護学校④小
学生のころから野球をやっていました。
休日には運動をしていきたいです。

山本  悠加  やまもと  ゆうか① 6B 看護
師②高知市③高知中央高等学校看護学
科④趣味は映画鑑賞です。立派な看護
師になれるよう精進します。
徳弘  光大  とくひろ  こうだい① 6B 看
護師②室戸市③高知中央高等学校看護
学科④東部出身です。バスケットボー
ルとパンダが好きです。
西村  絵実梨  にしむら  えみり① 6C 看
護師②土佐市③高知中央高等学校看護
学科④趣味は音楽鑑賞で、いろいろな
ジャンルの音楽を聴いています。中高
と吹奏楽部だったので、サックスを吹
くことができます。
笹岡  祐菜  ささおか  ゆうな① 6C 看護
師②愛媛県③高知中央高等学校看護学
科④看護技術の向上に努め、患者さん
に寄り添った看護の提供をしていきた
いです。

　近森病院 5 階病棟看護部

　近森病院 6 階病棟看護部

前列◦石川  千佳  いし
かわ  ちか① 7A 看護師
②高知市③高知学園短
期大学④社会人になっ
てから 15 年間、名古
屋 市 で 住 ん で い ま し
た。前の職業は整体や
アロママッサージ師で
す。趣味はゴルフです
が、ゴルフ仲間を募集
しています。
宮川  仁  みやがわ  じ
ん① 7A 看護師②幡多
郡③近森病院附属看護
学校④趣味は、小学校
からずっと続けてきた
野球です。今年は新し

　近森病院 7 階 ･8 階病棟看護部
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　近森リハビリテーション病院 3、4 階病棟看護部

前列◦山本  真由  やまもと  まゆ①リ
ハ 3 階西看護師②須崎市③近森病院附
属看護学校④ライブに行くことが好き
です。最近、好きなグループが増えた
のですが、なかなかライブが当たらな
いのが悩みです。
大西  日菜  おおにし  ひな①リハ 3 階
西准看護師②高知市③高知中央高等学

前列◦松原  芽依  まつばら  めい①北
2 看護師②幡多郡黒潮町③高知中央高
等学校看護学科④趣味は韓国ドラマを
鑑賞することです。将来は認定看護師
や専門看護師などの資格を取りたいと
思っています。
白井  唯  しらい  ゆい①北 2 看護師②高
知市③高知中央高等学校看護学科④私
の趣味は、音楽を聴くことと漫画を読
むことです。長所は努力することと協
調性があることだと思いますので、仕
事に活かしたいです。
髙野  安稀  たかの  あき①北 2 看護師
②南国市③藍野大学④趣味は家でまっ
たり過ごすことです。休日は音楽を聞
いたり、愛犬と遊んだりしてインドア
を楽しんでいます。
後列◦山本  梨沙  やまもと  りさ①北
3 看護師②高知県③近森病院附属看護
学校④生まれも育ちも中村市、いまは
四万十市となっていますが。自然が大

前列◦西  理央  にし  りお①北 4 看護
師②高知市③近森病院附属看護学校④
男の子二人の母です。子育てで鍛えた
笑顔で、患者さんに接していきたいと
思います。
別役  将也  べっちゃく  まさや①北 4
看護師②高岡郡③高知中央高等学校看
護学科④趣味はとくになく、なんでも
することが好きです。笑顔が良いとい
われます。慣れやすいタイプで、話し
かけられたら多分いっぱい話します。
田村  愛海  たむら  あみ①北 5・6 看護
師②高知市③近森病院附属看護学校④
スポーツ観戦が好きなので、同じ趣味
の人がいたらいいなと思ってます。
後列◦田中  巴菜  たなか  はな①北 5・
6 看護師②香南市③高知中央高等学校
看護学科④最近は部屋の掃除にはまっ
ています。患者さんに寄りそった看護

好きです。
西峰  七海  にし
みね  ななみ①北
3 看護師②高知県
③ 高 知 中 央 高 等
学 校 看 護 学 科 ④
趣味は映画鑑賞、
音 楽 鑑 賞 で、 好
き な 音 楽 の ジ ャ
ン ル は K-POP で
す。 映 画 は ど ん
な ジ ャ ン ル で も
観 ま す が、 よ く
観 る の は 洋 画 が
多いです。
藤田  沙笑  ふじ
た  さえ①北 3 看
護師②高知市③高知学園短期大学④趣
味はテニスです。高校生のときには県
体会で優勝して、インターハイに出場
しました。現在もテニスは大好きで続

をしたいです。
木 下  蓮  き の し た  
れ ん ① 北 5・6 看 護
師②高知市③高知中
央高等学校看護学科
④趣味は、スポーツ
と釣りに出掛けるこ
とです。自己アピー
ルは、まじめな性格
なので、物事は最後
まで取り組むことや
熱中することです。
藤原  文花  ふじはら  
ふみか①メンタル 4
階看護師②高岡郡③
高知中央高等学校看
護学科④私は計画を立てて、それを円
滑に実行して、予想が出来なかったこ
とも臨機応変に対応できるように意識

けています。高校時代の部活動で得た
ことを社会人となっても活かしていき
たいです。

しています。仕事をするにあたっては、
いろいろな場面を想定しつつ、結果を
出していきたいです。

　近森病院北館 4、5、6 階病棟／総合心療センター看護部

看護師②愛媛県③近森病院附属看護学
校④毎晩、愛犬・愛猫と一緒に寝る時
間が私にとって至福の時間です。
楠瀬  拓也  くすのせ  たくや① 8A 看護
師②土佐市③近森病院附属看護学校④
学生のころは野球をしていました。か
らだを動かすことが好きなので、いろ

いろなスポーツに挑戦してみたいです。
遠近  宗一郎  とおちか  そういちろう
① 8A 看護師②四万十市③高知中央高
等学校看護学科④趣味はサッカーです。
からだを動かすことが好きでスポーツ
が好きです。明るい性格なので、気軽
に声をかけてください。

く魚釣りに挑戦してみようと思ってま
す。
大森  祥他  おおもり  しょうた① 7A 准
看護師②四万十市③四万十看護学院④
仕事と野球を両立できるよう、はげん
でいきます。
後列◦野口  美咲  のぐち  みさき① 8A

　近森病院北館 2、3 階病棟看護部

校看護学科④映画鑑賞が好きで、主に
洋画を観に行きます。
川村  静  かわむら  しずか①リハ 3 階
東看護師②高知市③近森病院附属看護
学校④最近は映画を観ることにはまっ
てます。おすすめの映画とかあったら
教えて下さい！
横山  愛由  よこやま  あゆ①リハ 3 階

東看護師②高知県③高知県医師会看護
専門学校④音楽と旅行が大好きです。
世界一周が夢です。
後列◦喜多  芹茄  きた  せりな①リハ 4
階西看護師②中土佐町③高知中央高等
学校看護学科④旅行に行くことが好き
で、家族や友達とよく出かけています。
また、写真を撮ることも好きなので、
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　近森リハビリテーション病院 5、6 階病棟看護部

前列◦野田  晴香  のだ  せいか①リハ 5
階西看護師②南国市③近森病院附属看
護学校④アニメや漫画が好きで、よく
ゲームとかしています。趣味で服を作っ
たり、アクセサリーを作ったりしてま
す。イベントなども大好きで、毎日楽
しく過ごしたいと思っています。
壬生  菜海  みぶ  なつみ①リハ 5 階西
介護福祉士②高知市③高知福祉専門学
校④趣味はスポーツです！からだを動
かすことが好きです。
西川  真未  にしがわ  まみ①リハ 5 階
東看護師②高知市③近森病院附属看護
学校④お酒を飲むことと野球観戦が好
きです。
山本  美波  やまもと  みなみ①リハ 5
階東看護師②高知市③高知中央高等学
校看護学科④趣味は韓国ドラマをみる
ことです。ダンスをしていた時期があ
り、踊ることや見ることも好きです。
後列◦長﨑  摩耶  ながさき  まや①リ
ハ 6 階西看護師②高知市③高知中央高
等学校看護学科④歌を歌うことが大好
きで、ひとりだけでカラオケに行った
りしてストレスを発散しています。最
高で 95 点出たときは、とても嬉しかっ

週末には遠出したりしています。
濱田  温子  はまだ  あつこ①リハ 4 階
西看護師②兵庫県③徳島大学④初めて
の高知です。今回近森会グループに就
職することが決まり、とても緊張して
います。これからよろしくお願い致し
ます。
梅原  千穂  うめばら  ちほ①リハ 4 階
東看護師②長崎県③近森病院附属看護
学校④遅咲きの新人ですが、早く仕事
を覚えて働きたいです。
古田  朱羅  ふるた  しゅら①リハ 4 階
東看護師②吾川郡③高知中央高等学校
看護学科④私は紅茶が好きで、休日は
よくカフェ巡りをしています。

たです。
尾崎  一生  おさき  いっせい①リハ 6
階西看護師②高知市③近森病院附属看

護学校④高校生のころにギターを始め
たことがきっかけで、音楽をよく聴い
ています。とくにロックが好きで、い
い気分転換になります。
岡本  紋未  おかもと  あやみ①リハ 6 階
東看護師②高知市③近森病院附属看護
学校④ネコが大好きで、自宅で飼って
いるネコにいつもいやされています！
それと近所周辺を気まぐれで散歩する
ことも好きです。
東  友紀  ひがし  ゆき①リハ 6 階東護
師②幡多郡③高知中央高等学校看護学
科④いろんなジャンルの韓国ドラマを
見てみたいので、おすすめのドラマが
あれば教えてほしいです！中学ではバ
レー部に所属していました！
中嶋  佳子  なかじま  よしこ①リハ 6
階東歯科衛生士②安芸市③瀬戸内総合
学院④総合病院での経験はありません
が、頑張りたいです！

　近森オルソリハビリテーション病院看護部

前列◦伊藤  安奈  いとう  あんな①オ
ルソ 3 階看護師②高知市③近森病院附

属看護学校④高校野球が大好きで、毎
年甲子園まで足を運んでいます。笑顔
で周りに元気を与えられるような存在
でありたいと思っています。
國澤  亞由  くにさわ  あゆ①オルソ 3
階看護師②土佐市③高知中央高等学校
看護学科④私の趣味は、友達といろん
な所に出かけることです。色んな所に
出かけることが好きです。
後列◦吉村  未如  よしむら  みゆき①
オルソ 4 階看護師②梼原町③近森病院
附属看護学校④患者さんやそのご家族
の方に寄り添える看護師になりたいと
思っています。
山本  成美  やまもと  なるみ①オルソ 4
階看護師②安芸市③高知中央高等学校
看護学科④私は食べることが大好きな
ので、自分でお店を探したり、友人た
ちに教えてもらったお店に行くことが、
休日の楽しみになっています。
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　今年も近森病院プログラムの初期研修医 8 名と

高知大学たすきがけプログラム 1 名が研修を修了

し、3 月 22 日に修了式を迎えることができました。

６名が高知県で（近森病院３名）、３名が県外で

勤務することになります。２年間の研修の中で楽

しいことも苦しいこともあったと思いますが、近森の荒波にもまれて

育った 9 名が、土佐から世界の海へ旅立っていきます。今回の修了生

から初期臨床研修管理委員長として初めて責任をもつこととなり、彼

らは日々の臨床だけでなく、卒後臨床研修評価機構（JCEP）受審や VHJ

機構臨床研修医・指導医交流会なども一緒に頑張ってくれた仲間でもあ

り、この旅立ちは感慨深いものがあります。それぞれの道は違いますが、

近森病院で培った力を存分に発揮し、これからの活躍を願っています。
みき　としふみ

　あっという間に過ぎた２年間、

思い返すと本当に多くの人に支え

られました。

　最初は何も分からない状態で、

やっていけるのか不安でしたが、

教育熱心な先生方や優しいコメ

ディカルの方々、理解しあえる同期に恵まれ、なんとか

乗り越えることができました。

　４月からは他院勤務ですが学んだことを生かして医療

に貢献していきたいと思います。近森病院で研修させて

いただくことができ本当によかったです。ありがとうご

ざいました。　　　　　　　　　　　   きしもと　さとこ

　近森病院の初期研修 2 年間を一

言で表すと “ 自由 ” でした。自分の

希望を最大限に尊重してくださり、

こんなにサポートしてくれる病院

は他にはないと思いました。また

自分がした診察・検査・治療に対

して責任をもつことなど、自由には必ず責任が伴うこと

も教えていただきました。

　“ 未来の自分を作るのは今の自分 ” であり主体的に考え

て行動することがいかに大切か、2 年間を通じて知れた

ことは大きな財産です。2 年間ありがとうございました。
こまつ　じゅんや

　土地勘もなく、ほぼ知り合いも

いない高知に飛び込み始まった研

修医生活は、思い返すとあっとい

う間の二年間でした。

　初めの頃は大変な思いをするこ

とが多く、続けていけるのかと不

安もありましたが、相談しやすい環境、上級医、指導医、

コメディカルの皆さん、何より良い同期に恵まれ、乗り

切ることができました。

　医師３年目は放射線科医として九州に戻り、主に福岡

での勤務になります。お立ち寄りの際は気軽にお声がけ

ください。
いまふく　ひかる

　春爛漫のこの日に初期研修を無

事に終了できたことを大変嬉しく

思います。2 年前に就職した頃は

医師としての責務の重さに圧倒さ

れ終始不安に感じていました。し

かし先輩の先生方、コメディカル

スタッフの皆様、そして同期の仲間に支えられ、貴重な

経験を積み上げることができたおかげで、少しずつ医師

として働いていく自信を付けていくことができました。

　新年度からは新たな環境での勤務となりますが、2 年

間で養った力を生かし、高知の医療に貢献できるよう、

日々精進していきたいと考えております。
こしやま　ゆういち

初期臨床研修医修了を迎えて
初期臨床研修管理委員会委員長
近森病院救急科科長　三木  俊史

同期に恵まれて過ごした二年間

岸本　聡子 小松　洵也

腰山　裕一今福　輝

２年間を振り返って 未来の自分を作るのは今の自分

医師として働く自信に

  2018 年度   　臨床研修修了式

　 全 員 集 合 写 真 （ 2019 年 3 月 22 日）
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　この度、3 月末をもって近森病

院での研修生活を修了し、4 月よ

り高知大学医学部付属病院へ勤務

することが決まりました。頼りな

い面も多かったと思いますが、皆

様のおかげで無事に研修を終える

ことができました。本当にありがとうございます。

　この文字数では綴ることができないほどの感謝の気

持ちでいっぱいです。この春は新しい元号を迎え期待

に胸が膨らみます。皆様にとってもこの 1 年が実りあ

ふれたものになりますよう心からお祈り申し上げます。
なかたに　ゆう（※高知大学たすきがけ 2 年目修了）

　時が経つのは早いもので、初期

臨床研修が終わりを迎え、8 年間

の高知県生活にもさようならで

す。4 月からは愛媛大学医学部附

属病院で、産婦人科医として働き

ます。8 年前に高知県に来て以来、

医学は全てこの地で学ばせていただきました。医師とし

ては 2 年間ですが、高知県の温かい雰囲気のなか、徐行

運転ながら進んでこられた気がします。

　近森病院の研ぎ澄まされたチーム医療では、全ての職

種のみなさんがお手本であり、先生でした。その教えを

胸に、新天地でも頑張ります。　　　ゆきもと　しもん

　すべての職種の方が研修医の話

にも耳を傾け、とことんお話して

くださるこの近森病院で、「病院全

体に、守り育てていただいている」

ことを実感する日々でした。私は、

近森の温かく活気溢れる雰囲気が

大好きです。

　誰もが優しく、自身の役割にプライドと責任を持ち、

一丸となって前進する、そんな恵まれた環境で研修させ

ていただけたことに感謝が尽きません。今後も前進する

気持ちを忘れず、頑張りたいと思います。2 年間ありが

とうございました。
とみた　ゆか

　研修期間を振り返り、とても充

実したあっという間の 2 年間だっ

たと思います。自身を鍛え、成長

したいという思いから、社会人デ

ビューの場として近森病院を選び

ましたが、さまざまな経験をし、

得るものも多く、この近森病院を選んで本当に良かった

です。有難いことに、3 年目以降も近森病院で消化器内

科医として勤務させていただくことになりました。これ

からも恵まれた環境に感謝し、自己研鑽を積んで行きた

いと思います。　　　　　　　　　　　  まちだ　あやか

　まずは 2 年間、医師としての仕

事を始めたばかりで右も左もわか

らない自分に、一から教えていた

だきありがとうございました。

　この 2 年間は今思い返すとあっ

という間で、医師としての知識、

技術だけでなく、患者さんとの接し方などを先生方はも

ちろん、たくさんのスタッフの皆さんから学ぶことがで

きました。来年度からは高知大学で消化器外科医として

働きますが、この 2 年間で学んだことを糧に、日々精進

しようと思います。2 年間お世話になりました。
まえだ　まさひろ

前進する気持ちを忘れず

中谷　優

行元　志門

　　　町田　彩佳

前田　将宏

富田　優香

平成最後の 1 年の研修を終えて

教えを胸に

自身を鍛え成長するために

日々精進

  2018 年度   　臨床研修修了式

　 全 員 集 合 写 真 （ 2019 年 3 月 22 日）

2017 年度初期研修医

高知大学たすきがけ 2 年目修了

ベスト研修医賞
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　近森病院には心臓血管外科の新設
時より、非常勤麻酔科医としてたい
へんお世話になりました。麻酔科医
としてのおもな仕事は、静脈麻酔投
与の調整を「TCI（Target Controlled 
Infusion)」でシリンジポンプを用い
て行う方法、脳波モニターを用いた
評価から行う方法、これらの併用を
行ってきました。安全な麻酔を心掛
けて頑張りたいと思います。

こさか　まこと

　今年３月まで東京医科大学八王子

医療センターに勤めていました。実

は、20 年前に近森病院に 3 年間お世

話になっています。辞令の時、理事

長から「こんな日が来るとは」とい

われました。自分もそうです。これ

からは目先の仕事だけでなく、病院

全体のことも考え、まずは気負わず

近森病院を楽しんでいきます。
わたなべ　けいすけ

　近森病院へ来て 1 年経過しました
が、様々なことを学ぶことができま
した。高齢化率が全国 2 位の高知県
では、高齢の手術患者さんがいかに
早く元の生活へ戻れるかが重要です。
そのためには栄養療法、理学療法の
早期介入が非常に重要であると思い
ます。今後も近森の強みである栄養、
リハビリを活かして診療していきた
いと思います。

つかだ　あきら

　9 年ぶりに近森病院に帰ってきま

した。近森病院に来ると、まだ自分

が研修医という錯覚にとらわれてし

まいます。科長として帰ってきまし

たので、後輩への指導・診療と頑張っ

ていきたいと思います。専門は ACL

や半月板損傷など、関節鏡など膝中

心の診療をやっていきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。
たなか　たかあき

　泌尿器科の田村です。専門分野は、

遺伝性疾患（腫瘍と尿路結石症）と

腹腔鏡手術です。これまで、濵口先

生が尽力してきた尿路結石治療なら

びに女性泌尿器科外来（腹圧性尿失

禁や膀胱脱）を維持しながら、新し

い分野にも積極的に取り組んでいく

つもりです。みなさまのお力添えを

いただきながら、一層の努力を重ね

て参ります。
たむら　けんじ

　近森病院に来て 3 年も経ったこと

に驚きます。まだまだ日々勉強で、

上の先生には怒られてばかりで、科

長という肩書は恐縮するばかりです。

変わってるけどおもしろい整形の先

生たちと仕事熱心なコメディカルス

タッフに支えられ、気持ち良く仕事

させていただいていることに感謝で

す。
たなか　ちはる

近森病院麻酔科
部長　小坂   誠

近森病院内科
科長　渡邉  圭介

近森病院消化器外科
部長　塚田　暁

近森病院整形外科
科長　田中  孝明

近森病院泌尿器科
部長　田村  賢司

近森病院整形外科
科長　田中  千晴

安全な麻酔を心掛けて

いきなり科長

変化に適切に適応する

ただいま

ウロ覚え

今後とも何とぞ
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　集中病棟のとりまとめ役を担うこ

とになりました。看護師人生の半分

ちかく集中治療部門にたずさわって

まいりましたが、大役に身が引き締

まる思いです。重症患者さんやその

ご家族の緊張や不安を慮り、安全な

環境で治療を受けていただけるよう、

ベッドサイドケアの充実をはかる努

力をしていきたいと思います。
やまわき　ひろこ

　背伸びをしたい気持ちがないとい

えば嘘になりますが、なるべく自分

のできることから確実にやっていき、

これまでみんなが積み上げて来てく

れた良いものを継続していきたいと

思っています。スタッフや多職種と

協力しながら、根拠を持った看護ケ

アが提供できることを目指して、で

きることからこつこつとやっていき

ます。
ますい　あさか

　シニア師長として自分になにがで

きるのか模索中ですが、まずは関連

部署との連携を担い、調整的な役割

を果たすことで、病院全体が飛躍し

ていけるよう努力してきたいと思っ

ています。現場を大切に、一人ひと

りのスタッフがやりがいを実感でき

る職場づくりと、求心力のある病院

づくりを目指していきたいと思いま

す。　　　　　　　　おかむら　みき

　HCU は 4 月 1 日、A 棟に引っ越し、

増床。11 名の異動者と 3 名の新人を

迎え、新たなスタートとなりました。

できることから少しずつ頑張ってい

きたいと思います。5 月 1 日、増床

予定も控え、今後も試行錯誤の運用

で、皆さまには何かとご迷惑をおか

けすることも多いかと思いますが、

どうぞよろしくお願いします。
かずさ 　ふみこ

　20 歳で看護師になり、近森会に就

職をして月日が経ちました。今の自

分があるのは周りの方たちからたく

さん支えてもらったからだと思って

います。これからは少しずつですが

「支えられる人」から「支える人」に

なれるよう日々、自己研鑽を重ねて

いきたいと思っています。今後とも

よろしくお願いします。
やぐち　みさお

近森病院集中治療部統括
シニア看護師長　山脇  寛子

近森病院 7 階 A 病棟
看護師長　増井  麻佳

近森オルソリハビリテーション病院
3 階病棟

シニア看護師長　岡村  美紀

近森病院 HCU
看護師長　上総  文子

近森オルソリハビリテーション病院
3 階病棟

看護師長　矢口   操

安心と安全を第一に できることからこつこつと

調整的な役割を

心機一転

「支える人」になれるように 第 92 回職員対象

チカモリ・シネマクラブ
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　この春より主任心得の辞令をいた
だくと同時に部署も変わり、不安と
身の引き締まる思いでいっぱいです。
今まで周りの皆さんに支えられて頑
張ってきました。まだまだ看護師と
して未熟ですが、日々移り変わる医
療の現場で患者さんに真摯に向き合
い、安心して過ごしていただけるよ
うに、日々精進していきたいと思い
ますのでよろしくお願いします。

ひさまつ　うらら

　これまでお世話になった方々や病

院への感謝を思うと前向きな気持ち

になれ、成長できるきっかけと思い

決意しました。患者さん、ご家族に

満足していただける看護を第一に、

スタッフの力が発揮できる病棟作り

を目指し、一日でも早く、病棟の力

になれるよう頑張りますのでこれか

らもご指導よろしくお願いします。
もりさき　ともな

　 近森病院に再就職してからはや 7
年が経過しました。不安はあります
が、患者さんが安心して治療が受け
られ、退院ができるように、病棟ス
タッフと他職種との関わりを更に深
めていきたいと思ってます。
　恵まれた環境で仕事が出来ること
に感謝し、自分に足りないモノを見
つけながら業務に励みます。

はぎわら　じゅんこ

　病棟を支える一員としてスタッフ

の支えとなれるように師長・主任と

協力し、みんなの力が発揮出来る病

棟となるよう頑張っていきたいです。

自分が大切にしている患者さんやご

家族への想いを忘れず、HCU の元気

印として笑顔で頑張っていきたいと

思います。今後とも、ご指導よろし

くお願いします。
いけがみ　しほ

　カメとウサギが走る楽しそうな病

院で、自分が主任になるとは夢にも

思いませんでしたが、近森保育卒か

ら三十年近く経ち、医事課の母と二

代にわたり近森会で働けることを誇

らしく思います。特定看護師一期生

として血糖コントロールや輸液調整

など学んだことを、患者さんやスタッ

フに還元し、部署の発展に尽力して

いきたいです。    やまもと　のぶあき

　近森会に就職し、20 数年がたちま

す。たくさんの人と出会い、人に恵

まれ支えていただき今の私がありま

す。HCU 病棟も 4 月より増床となり、

環境も変わり戸惑うことも多いです

が、少しでも恩返しができるよう、

人との繋がりを大切に頑張っていき

たいと思います。
なかやま　かずよ

近森病院
8 階 A 病棟

看護師 主任　久松   麗

近森病院
ICU

看護師 主任　森﨑  朋菜

　近森病院
北館 4 階病棟

看護師 主任　萩原  順児

近森病院
HCU

看護師 主任　池上  志穂

　近森病院
5 階 C 病棟

看護師 主任　山本  暢明

近森病院
HCU

看護師 主任　中山  和代

日々奮闘してます !

感謝を忘れず前向きに

自分を見つめながら

みんなで手を取り合って

憧れの矢となれるように

人との繋がりを大切に
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　12 年前に新卒で CCU に配属とな

り、その後 ER、放射線科と経験させ

ていただき、それらの部署では目標

を立てて仕事ができ、仲間にも恵ま

れ楽しく日々を過ごしてきました。

時代の流れに取り残されないよう、

常に目標を見失わず、仲間や患者さ

んの笑顔を糧に、これからも頑張っ

ていきたいと思います。
いけざわ　ともあき

　新潟県から転居して 4 年、就職し

て 3 年目です。上司や同僚をはじ

め、患者さんやそのご家族の皆さん

が、私を温かく受け入れてくださり、

家族のサポートを得て仕事を続ける

ことができることに感謝の気持ちで

いっぱいです。その気持ちを少しで

もお返し出来るよう努力していきた

いと思います。
せき　えり

　看護師になって以来リハ病院で勤

務しています。患者さんとの関わ

りで大切にしていることはコミュニ

ケーションです。今年度は教育を担

当することになりました。例年より

多くの看護師の皆さんを迎え十分な

サポートができるか不安もあります

が、コミュニケーションを大切に、

気持ちに寄り添い、共に成長できる

よう精進します。  えんどう　めぐみ

　他病院から転職して丸 2 年、知識

も経験もまだまだ未熟で職務が果た

して務まるのかと、不安は尽きませ

ん。しかし、これまで見たり感じた

ことのない経験を積み、知らなかっ

た世界が見えるのは今後の自分に活

かしていけると前向きにとらえてい

こうと思いました。今後ともご指導

のほどよろしくお願いします。
たけうち　のりこ

近森病院
救命救急センター放射線科
看護師 主任　池澤  友朗

近森オルソリハビリテーション病院
4 階病棟

看護師 主任　関   恵里

近森リハビリテーション病院
看護部長室

看護師 主任　遠藤   恵

近森オルソリハビリテーション病院
3 階病棟

看護師 主任　武内  典子

時代と共に前進

感謝の気持ちで

コミュニケーションを大切に

向上心を忘れずに

　「自分が経験していないことは、

後輩に指導することはできない」

これは、ある先生からいただいた

言葉です。

　2015 年 4 月より、高知大学大学

院医学部麻酔科学・集中治療医学

講座に 4 年間在籍し、急性心不全

の栄養サポートに関する臨床研究

を行ないました。先日博士（医学）

の学位を取得いたしました。4 年

間で多くのことを学び、経験する

ことができ、苦しいながらも充実

した時間でした。

　これからは、ますます研究に励

み、後輩への指導にも尽力してい

きたいと思っています。
みやじま　いさお

石の上にも 4 年
 ～あの言葉を信じて～

臨床栄養部　部長代理
栄養サポートセンター
センター長　宮島   功

博士号取得報告

　4 月 16 日 ( 火）に新人対象献血キャ
ンペーンを開催し、28 名の方にご協力
いただきました。ありがとうございま
した。次回は５月 21 日（火）に予定し
ています。（対象制限なし）

献血キャンペーン

ありがとうございました。
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　平成が終わり、新たな時代を迎え

るこの時期に、責任ある役職をいた

だくことになりました。専門職とし

て、エビデンスに基づいたアプロー

チを適時提供し、効果につながる対

応をさらに進めていきたいと考えて

います。スタッフが生き生きと働け

る職場作りに努めていきますので、

よろしくお願いいたします。
まえだ　ひでひろ

　医療制度改革が進む中、近森会グ

ループの変革においてリハビリ部門

も例外ではありません。理学療法科

スタッフがどう変わっていくことが

患者さんや地域医療にとって有益な

のかを考え、柔軟性のある視点で科

の運営を支援したいと考えます。今

後ともご指導の程、よろしくお願い

いたします。
たなか　けんたろう

　近森会に就職して 25 年が経ちま

したが、変革し続ける近森会の中で、

いつも新鮮な気持ちで勤務していま

す。今日まで多くの方にご指導を受

け、お力を借りながら経験を積み、

仕事を続けることができました。今

後は自身のレベルアップと、現場の

スタッフを支える立場として、少し

でも貢献できるよう努めて参ります。
やまぐち　まみ

　今回のお話を引き受けてから、日

に日に事の重大さと責任を感じてい

ます。患者さん、ご家族が退院して

からも困らないような支援を行ない

ながら、スタッフにとってもやりが

いのある働きやすい職場となれるよ

うに、できることから少しずつ頑張っ

ていきたいと思います。よろしくお

願いします。
わだ　ひとみ

　就職し 20 年が過ぎ、いつの間に

か大役を仰せつかりました。急性期

から在宅までリハビリテーションの

重要性は高まり、近森会のリハビリ

テーション部門は全国でも類をみな

い大所帯に成長しました。未来に向

け、組織を支え、より良い治療をめ

ざしリハビリテーション部門として

鋭意努力していきたいと思います。
たかしば　じゅん

　就職し 13 年目を迎えます。

　今日までこれたのは、まわりの方々

の支えがあったからだと思っていま

す。これからは先輩方から教えてい

ただいたことを活かし、私も支える

立場として、よりよい環境作りや後

輩の指導を頑張っていきたいと思い

ます。

せき　ゆういちろう

近森病院
リハビリテーション部 科長

兼  理学療法科科長  前田  秀博

近森病院
リハビリテーション部理学療法科

科長補佐　田中  健太郎

近森病院
リハビリテーション部理学療法科

科長補佐　山口  眞美

 近森リハビリテーション病院
リハビリテーション部理学療法科

科長補佐　和田  仁美

近森リハビリテーション病院
リハビリテーション部 科長

兼  理学療法科科長　高芝   潤

近森リハビリテーション病院
リハビリテーション部作業療法科

主任　関  優一郎

新たな時代に向けて

柔軟性のある視点で

いつも新鮮な気持ちで

できることを少しずつ

さらなる進化をめざして

支える立場へ
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乞！熱烈応援

　ここにくるまで随分の時間を要し

ました。長い年月を経た分、たくさ

んの方々にお世話になり、今の自分

があります。古き良き時代の近森魂

を受け継ぐ一人として、一層精進し

てまいります。ひとり一人がそれぞ

れの花を大きく咲かせることができ

る、希望に満ちあふれた健康な病院

づくりに励んでいきたいと思います。
たむら　じゅんや

　今までと違った職務でわからない

ことや初めてのことに対する楽しみ

や期待も多かった一年でした。また

新たな業務に携わる機会を得られた

ため、周りの方々の力を借りて、利

用者さんの新たな一歩を踏み出す手

伝いが出来たらよいと考えます。未

熟で知識も乏しいため皆さんのご協

力をよろしくお願い致します。
もりや　けいご

　令和元年に向け平成を振り返り懐

かしんでいた矢先に拝命し、身の引

き締まる思いです。今春の月 9 ドラ

マで放射線技師が取り上げられると

いう昭和世代には信じられない状況

ですが、少しでも身近に感じてもら

う話題になればと思います。今以上

より良い画像を提供出来るよう微力

ながら精一杯頑張る所存です。
きしだ　とよかず

　自分に担えるのかまだまだ不安や

戸惑いもありますが、周りの方のお

力を借りて自分に出来ることを一つ

ずつ頑張っていこうと思っています。

これまでの先輩方が大事にしてきた

ことを引継ぎながら自分なりの関わ

りや支援を行っていくことが利用者

さんやご家族の希望や安心に繋がれ

ば嬉しく思います。
まつさか　みぎわ

　次々とやって来る新しい医療機器・

医療材料の導入、物価の上昇等に対

応していく上で、様々な部署、関係

業者、関係施設の皆様のご指導・ご

助力のおかげで成り立っている業務

だと日々痛感しています。消費増税

を控え、重要な役割を担う部門とい

う意識を高く持ち、皆様へのご恩は

成果を出すことでお返ししたいと考

えています。　　　　おぐら　かなえ

　近森会に就職し精神科作業療法士

として入院から外来・訪問まで多く

を経験させていただきました。精神

科医療・支援が病院から地域・就労

へと拡がる中で、今回地域での支援

に携わる機会をいただき感謝してい

ます。微力ではありますが、高知ハ

ビリテーリングセンターの前進する力

となれるよう職務に取り組みます。
かわぶち　さおり

近森病院画像診断部
診療放射線技師 

主任  田村  淳也

しごと・生活サポートセンター
ウェーブ

就労継続支援 A 型オウンパス
サービス管理責任者　森矢  圭吾

近森病院画像診断部
診療放射線技師
主任  岸田  豊和

しごと・生活サポートセンター
ウェーブ

就労継続支援 B 型スウェル
サービス管理責任者  松坂 みぎわ

　診療支援部 施設用度課
主任　小倉   夢

高知ハビリテーリングセンター
生活・訓練部

生活介護
主任（出向）　川渕  佐織

向上心を忘れずに

自分らしく

近森ラジエーションハウス

自分に出来る事から

ご恩は成果でお返しを

前に進む
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感じたことでした。

　サッカーを始めた当初、今でもよ

く覚えているのですが、試合中に側

転をしていることがあり、サッカー

以外のことをしている息子の姿に笑

い、周りの保護者に側転の美しさを

褒めてもらったことをよく覚えてい

ます。その帰りの車内で親父に怒ら

れる引きつった顔の息子のこともよ

く覚えています。その息子も今年の

4 月で小学 5 年生、サッカーはお世

辞にも上手いとは言えませんが、彼

なりに楽しんでやっています。今後

もそんな息子を応援しにいくことも

楽しみの一つです。

　息子よ。父はもっと勝ち試合に、

試合に出ている君を応援に行きたい

と思います。もっと練習をまじめに、

人よりも努力し、何らかの大会で

優勝をしている姿が見たいです。誰

かサッカーを教えてやってください

笑。ちなみに、父は本当はバスケッ

トボールをさせたかったです。
ひらた　つばさ

　息子は小学校に入学後、サッカー

の体験教室に参加し、自分から「サッ

カーしたい」と言い出しました。今

までそんなことを言うことが無かっ

た息子からの言葉に、夫婦で成長を

リレー  エッセイ

息 子 と サ ッ カ ー 近森リハビリテーション病院
3 階病棟東　介護福祉士　平田　翼

精神科看護師との協働というプロセス

精神看護専門看護師
看護部キャリア開発課　看護師長　久保  博美

　依存や虐待等の問題が日々報道さ

れ、日常とそう遠くないところで、

メンタル面の問題が顕在化している

と感じます。社会全体が硬直化しつ

つあると言われている中、多くの方

が息苦しさを多少なりとも抱えてい

るのではないでしょうか。

　精神科でも複数疾患に加え、複合

した社会的課題を抱えている方が多

く、集中的な治療介入のみならず、

継続的なストレス管理や症状管理に

ついての「その人」ならではの方法

の開発や、生活の再構築に関連する

広範な調整が必要です。

　精神科看護師は、急性期でも在宅

領域でも対象者とパートナーシップ

を築きながら、病状に悩み苦しむ方

の伴走者として、ますます存在意義

を高めています。

　しかし複雑な状況、方向性の見え

ない中では看護師自身も葛藤を抱

えて状況に持ちこたえるのが難し

くなり、対象者のためにも早く答

えを見いだしたい思いにかられる

ことがあります。その際、一緒に

苦しい気持ちを分けあったり、足

りない情報を集めたり、倫理的課

題についてよりよい方略を探る場

としてカンファレンスが開催さ

 看 護 部 キラリと光る看護

れ、私はここに参加する機会をもらっ

ています。直接ケアではありません

が、対象者に必要なケアを届けるた

めには重要なプロセスだと考えてい

ます。

　自分自身が精神科に常駐していな

い業務特性上、遠巻きから、あるい

は遅れての参加となってしまいます

が、だからこそみえることもあると

信じて、カンファレンスやワーク、

" おしかけコンサルテーション " で協

働をお願いしています。

　対象者の苦痛が少しでも緩和され、

自分らしい対処や調整をしながらそ

の人にとっての大切な暮らしが営ん

でいけるよう、これからも取り組ん

でいきます。

 くぼ　ひろみ▲今年度から再び訪問看護にも行きはじめました
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　2019 年 3 月 16 日 か ら 18 日 に か

けて、アメリカ合衆国ルイジアナ州

のニューオーリンズ市で行われた米

国心臓病学会へポスター発表者とし

て参加しました。

　ジャズの街として有名なニュー

オーリンズですが、到着早々 ”ACC 

2019” と書いてある看板を持った演

奏隊によるトロンボーンによる演奏

で歓迎されました。

　学会には数万人も参加者がおり、

今まで出席したどの学会よりも規模

が大きいものでした。ポスターは 3

月 16 日の朝に貼り出し、ポスター

　ACC.19 にポスター発表で参加して

きました。1 年以上前から土居先生

に御指導頂きながら準備を重ねまし

たが、初めての国際学会で、英語も

不自由であることから直前まで準備

に追われました。極度の緊張のため

前で 45 分間立ち、質問やディスカッ

ションに対応するという形式でした。

入念にディスカッションを繰り返し、

しっかり準備をしていましたが、母

国語ではない英語で会話をするとい

うことで、とても緊張感のある 45

分間でした。質問はいくつかありま

したが、事前に土居先生とディスカッ

ションし考察していた内容であり、

難なく返答することができました。

　初めて参加した国際学会でしたが、

世界の人たちが並々ならぬ熱意を

持って臨床・研究に従事しているこ

とを感じとることができたのが一番

顔は歪んでいましたが、発表の際に

は幸い 2 人の方に質問を頂くことが

できました。活発なディスカッショ

ンとはいきませんでしたが、身振り

手振りを交えながら答える ( やり過

ごす？ ) ことができたと思います。

の収穫だったと思います。

　今後どの道に進むとしても、日常

診療・業務の中で感じる疑問点を大

事にし、最終的には医療の発展につ

ながるような臨床研究に携わりたい

と改めて思えるような大変有意義な

経験となりました。

　最後に、abstract の作成からポス

ターの完成まで懇切丁寧に指導して

いただいた土居先生、ありがとうご

ざいました。
いまふく　ひかる

　学会の規模は国内学会と比較でき

ないほど大きく、また世界中から循

環器医が集い、早朝から会場の至る

所でセッションが開かれている様に

日々圧倒されました。また現在の循

環器界における注目トピックス

である心アミロイドーシスな

ど、多数講演を聴講することも

できました。

　今後は症例報告にとどまら

ず、日常臨床における疑問を臨

床研究の形でまとめ、ACC や

AHA など再び国際学会で発表で

きるよう励みたいと思います。
こまつ　じゅんや

世界レベルに触れた 3 日間

緊張で顔を歪ませながら国際学会で発表！

九州大学病院放射線科　今福   輝
（出張時は近森病院）

近森病院循環器内科　小松　洵也

出 張 報 告 AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

第 68 回米国心臓病学会

2019 年 3 月 15 〜 20 日　
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　 人 の 動 き 敬称略
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お め で と う

私の趣味

 　趣味と聞かれて「私に何があるか

な？」と考え、思いつくのが毎年す

るお菓子作り？や、たまに作成する

ブリザーブドやアーティシャルフラ

ワー？でした。

　最近は行けていないのですがボル

ダリングや、もともと学生時代に短

距離走をしていたせいなのか、ふと

無性に走りたくなって走りに行くこ

ともあります。

　泳ぐことも好きで、とくに夏の川

は気持ちよくて好きです。旅行も好

きで、国内海外問わずいろんな場所、

風景、そこでしか体験できないこと、

味わえないことなど、一度の人生な

のでいろんなものや人に出会いたい

です。

　あと、冬はスノボー、夏はフェス

に行っています。ライブに行っては

元気をもらいます。音楽を聴いてい

ると悩んでいたことも辛くなって心

が折れそうなときも、曲や歌詞に励

まされ、勇気づけられています。明

日も頑張ろうって元気が出てきま

す。楽しい曲はハッピーな、幸せな

気持ちにさせてくれます。

　そして音楽、アーティストを通し

て出会えた十数年来の全国にいる仲

間、そして音楽で繋がらないと決し

て出会えていなかったさまざまな仲

間たちと過ごしてきた時間は、なに

にも代えられない大切なもので、出

会った仲間はかけがえのない宝物で

す。

　いくつになっても気になること

や、やってみたいなと思う興味のあ

ることが多く、何事にも挑戦し続け

ることが私の趣味でしょうか。今は

20 代からやってみたくてタイミン

グがなく実現できていないスカイダ

イビングをやりたいです。
ささき　よしえ

多趣味！！？
診療支援部医事課
近森病院地域医療連携センター　佐々木  祥江
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おおもと　ふみか①整形
外科②大阪生まれ③三重
大学④温暖な気候にあこ
がれて高知に来ました。
今年は日やけがしたいで
す。
まちの　ふみのり①総合
診療科医師②東京都豊島
区③北海道大学④ 20 代
は東京で哲学生。30 代は
札幌で医学生。岡山で初
期研修と精神科をしてい
ました。高知で心機一転
4 カ所目！
おおた　ゆうひ①泌尿器
科医師②千葉県③久留米
大学④元は近森病院の研
修医です。1 年で戻って
くるとは思いませんでし
た。自分の後輩たちを今
度は助けられたらと思い
ます。
やまもと　ひろたか①内
科医師②高知市③高知大
学④新しい環境でご迷惑
をかけることが多々ある
かとは思いますが、全力
で頑張りますのでよろし
くお願いします！

積んでいきたいと思って
います。スポーツ、特に
野球と格闘技が好きです。
すがね　ひろき①循環器
内科医師②千葉県③高知
大 学 ④ 高 知 に せ っ か く
戻ってきたので、大自然
を満喫したいです。
えだき　だいち①心臓血
管外科医師②岡山県③山
口大学④高知のお酒は船
中八策と酔鯨を飲みまし
た。
たかはし　まこと①循環
器内科医師②神奈川県川
崎市③高知大学④米、肉、
魚、野菜、米、肉とバラ
ンスよく食べていたら、
体重 105kg になってまし
た。ダイエットはじめま
した！
おかもと　なお①循環器
内科医師②高知市③高知
大学④慣れないことも多
く、皆さんにご迷惑をお
かけすることも多いと思
いますが、一生懸命頑張
りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

　もうすぐあれがやってくる。そう、あ
のお知らせだ。夜 10 時以降は食事を摂
らず・・・というアレ。日頃の食生活
が露呈してしまうようで気が重い。こ
こは脳に言い聞かせることにしよう。

「黙っていてもお知らせが届いて仕事中
に職場で健康診断が無料で受けられる
なんて HAPPY ！」と。それと健診前に
飲み会は入れちゃいけない。これ絶対。

（にゃ～ご）

近森会グループ
外来患者数
新入院患者数
退院患者数
近森病院（急性期）
平均在院日数
地域医療支援病院紹介率
地域医療支援病院逆紹介率
救急車搬入件数
　うち入院件数
手術件数
　うち手術室実施
　　うち全身麻酔件数

17,799 人
943 人
967 人

14.56 日
83.40 %

306.61 %
575 件
308 件
412 件
274 件
160 件

2019 年 3 月の診療数  システム管理室 ◦ 2019 年 3 月  県外出張件数 ◦
件数 48 件　延べ人数 94 名

編 集 室 通 信

①所属②出身地③最終出身校
④自己アピールなど

ニューフェイス

こさか　まこと①麻酔
科医師（部長）②岡山
市 ③ 川 崎 医 科 大 学 ④
サッカーと野球にテニ
スが好きです。映画と
お酒に美味しい料理も
好きです。医者の不養
生を改善中です。
たむら　けんじ①泌尿
器科医師（部長）②愛
媛県③高知大学　大学
院④ 20 年ぶりに近森病
院に復帰しました。最
近の趣味は息子と一緒
に動物園巡りです。動
物たちに癒されながら、
運動不足も解消してい
ます。
わたなべ　けいすけ①
内科医師（科長）②静
岡県③東京医科大学④
好きな食べ物はカツオ。
趣 味 は プ ラ モ デ ル と
MotoGP 観 戦 で す。 高
知はプラモデル文化が
あり、好物ともに不自
由なさそうです。
たなか　たかあき①整
形外科医師（科長）②
高 知 市 ③ 昭 和 大 学 ④
帰ってきました。ゴル
フさそってください。
もり　さとみ①精神科
医師②南国市③高知大
学④半貴石を見ること
が大好きです。週末は
子どもとメダカすくい
などで、童心にかえっ
て遊んでいます。
のじま　ひろよし①麻
酔科医師②高知市③高
知大学④集中治療、救
急 ( ３ 次 )、 麻 酔 が 専
門です。ウィンタース
ポーツを練習中です。
みかけたらお誘いくだ
さい。
たい　りゅうた①心臓
血管外科医師②高知県
③高知大学④ 9 カ月間
岡山大学で小児心臓お
よび成人先天性分野を
勉強してきました。学
んだことを活かして診
療に当たります。
ほあし　ゆう①脳神経
外科医師②高知市③高
知大学④救急の経験を

小坂   誠

枝木  大治

田中  孝明

大元  文香

田村  賢司

町野  文規

田井  龍太

山本  博隆

渡邉  圭介

岡本  奈緒

野島  宏悦

帆足   裕

菅根  裕紀

髙橋   誠

森   学美

太田  雄飛

踊り子
募集

!
!

　いよいよ始まり
ました！
　 ち か も り よ さ
こ い、10 周 年 の
夏！！！
　今年も素敵なメ
ンバーに出会える
事を楽しみにして
ます。

祝！
10回連続
出場

 2019 年 よさこいチーム「ちかもり」
近森会グループ職員、職員家族、

近森病院附属看護学校学生、関連会社職員様、ご友人

2019 年
8 月 10 日

▶ 11 日
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伝統産業を受け継ぐ実家

　実家はかなたに仁淀川を望む眺望

抜群な仁淀川町（旧吾川村）の山の上。

　国の無形文化財で伝統工芸品にも

指定されている「土佐清帳紙」や「土

佐清光紙」でその名を馳せた手漉き

和紙職人（故）尾﨑茂氏を父に持つ。

　いまではユネスコ無形文化遺産に

も登録され、県の伝統産業振興施策

も盛んな手漉き和紙だが、千恵さん

が幼い頃に持った家業への捉え方は、

もっと地味で厳しいものだった。

　真冬に凍えながら紙を漉き、夏場

は原料のコウゾを育て、道具を修理

し、やたらに忙しかった両親。末っ

子で三女の千恵さんと次女には、「家

業の跡取りは長女」という思いがい

つ頃からか芽生えていた。

ひと様の役に立てる仕事に就きたい

　進路を決める際、「ひと様の役に立

てる仕事で医療関係を目指す」こと

は、一家に共通の願いでもあった。

　小川寮の一期生として「迷うこと

なく」近森病院へ就職。「40 年以上

も前、すでに冷暖房完備の寮はすご

く魅力的だった（笑）」。仕事と学校

の両立は忙しそうでも、「修学旅行気

分（笑）」で充実した毎日が始まった。

岐路に立った産休明け

　看護師としてどう進んでいくか大

きな岐路は、二人目の産休明けで「透

析とリハビリテーションの病棟」（当

時の分院）へ配属になった時期。リ

ハビリテーションの考え方を高知に

根づかせるべく虎ノ門病院から招聘

された石川誠先生や中村裕子総婦長

のもとで働くことになった。

　法律上、医師の診療の補助と患者

さんの療養上の世話に大別される看

護師の役割を、「一所懸命果たしてき

たつもりだったが、役割に対する達

成感はいまいち得られず、もどかし

かった」。そんなとき、「患者さんの

ケアは我々看護師が中心に担います。

あなたは明日から日勤リーダーよ！」

と中村総婦長からの忘れられないツ

ルのひと声。

リハビリテーション看護の実践

　「実践方法の指導についていくのに

必死だった」と増田シニア師長が振

り返る「リハビリテーション看護」は、

目に見えて良くなっていく患者さん

と接するのが「何よりの励みになっ

た」。

　2 年間の看護師資格取得の休職は

挟んだが、以来、「リハビリテーショ

ン的ケアが看護の基本である」とい

う誇りを胸に持ち続け、今日に至っ

ている。

感染対策委員会の活動にもずっと

　30 代半ばで看護学校から復職する

と、今度は感染対策委員会の仕事が

加わった。近森会グループ全体とし

ては北村龍彦委員長のもとで活動が

開始されていた。時代の流れととも

に、各院での活動が求められるよう

になり、リハビリテーション病院の

感染対策委員会の委員長もずっと務

めている。

　感染対策に課されるノルマも変化

しているが、やっぱりコツコツ向き

合っている。「居ついたら替わらん」

のが増田シニア師長のスタイルでも

ある。それは一族が代々の伝統産業

を受け継いできた DNA の特徴とも

重なる。

鳥の目、虫の目、魚の目

　障害者枠で勤めるスタッフの補助

役も務めている。指示をし過ぎず動

きを見極めつつのフォローは、きっ

とリハビリテーション看護に通じる

ものがあるのだろう。

　鳥の目と虫の目、併せて魚の目で

も周りを観察できるのが、ベテラン

人物ルポ 340 ◦近森リハビリテーション病院シニア看護師長  増田千恵さん

リハビリテーション的ケアを基本に

▼絶大なる孫パワーで常に元気いっぱい

▼毎朝のラウンドから一日がスタートする

師長の強みともいえ

る。どのような場面

においても、最終的

にどこへ着地するの

か、全体の流れで判

断する感覚は、師長

の動き全般に共通し

ているようだ。

癒やしパワーは孫パワー

　就職以来 42 年、体力的には少々

きつく感じるときもないではない。

だが、有難いのはなんといっても「孫

パワー」だと、思いっきりニッコリ。

　車で 20 分弱に住む孫たちとはほと

んど休みごとに顔を合わせる。とき

どきは孫二人だけの「お泊まり」も

ある。「ただただ可愛いがるだけ」で、

ひたすら愛情を注げる存在は、成長

するに従ってその癒やしパワーを増

しているようにも感じられるらしい。

　だから風邪も花粉症も孫パワーが

粉砕してくれるのだ。あと、ふわふ

わっと可愛らしいコザクラインコも、

夫とふたり、孫と遊ばない休日には

眺めて癒やされているのだとか（笑）。

▼ 2 年連続筆の友賞
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　2019 年度初頭の 4 月 1 日、HCU と

SCU の病棟を入れ替えるための引越

し が 行 わ れ、HCU16 床 か ら 25 床、

SCU24 床から 15 床での稼動となり

ました（5 月 1 日からは HCU28 床）。

　病棟再編成の目的は、各集中病棟

に応じた適切な医療・看護を提供す

ることにあります。

　HCU は、ICU の後方及び手術後の

患者さんを受け入れる重

要な役割を、SCU は、脳

卒中の患者さんの早期社

会復帰、在宅復帰へ向け

た、看護とリハビリを。

これまで以上に高い目標

に向かって取り組んでい

きます。

 ながの　ちえ

HCU（ハイケアユニット）・SCU（ストロークケアユニット）の再編成

近森病院 SCU　看護師長　永野  智惠

本館 A 本館 B 本館 C

５F SCU 病棟 5B 病棟 5C 病棟

４F ICU 病棟 救命救急病棟 HCU 病棟

本館 A 本館 B 本館 C

５F HCU 病棟 5B 病棟 5C 病棟

４F ICU 病棟 救命救急病棟 SCU 病棟

近森病院 病棟変更のお知らせ
2019 年 4 月 1 日より下記の通り、SCU 病棟と HCU 病棟が変更になりました。

▲ SCU 移動を決起して（執筆者前列左）

▲移動後の HCU ▲ SCU の訓練室

入 社 式 に て


