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コロナ時代の新人を迎えて
社会医療法人近森会

はじめに

理事長

近森 正幸

新型コロナを経験して緊張感を

看護というコア業務に絞り込むこと

もって近森会グループに入ってきた

で、医師、看護師は本来の業務に専

今年の新人は、卒業前の大事な 1

新人は、これから臨床現場で先輩た

念できる体制をとっている。多くの

年間に新型コロナで授業や実習が大

ちの指導や研修を通じて、立派な医

医療専門職は病棟に常駐し、全国で

きな影響を受けた、まさにコロナ時

療人に育ってくれることを期待して

も質、量ともにトップのチーム医療

代の新人と言える。十分な実習が出

いる。

を実践している。多職種もそれぞれ

来ず、臨床現場に上手く入っていけ
るかどうか、不安に思っている方も
多いのではないかと心配している。

医療人としての厳しい規律
近森病院附属看護学校では、公立

の視点で患者を診て診断し介入する

近森でいきいきと
やりがいをもって働こう

ことで、それぞれの分野ではみんな
が主役であり、臨床現場でいきいき

近森会グループは、高度急性期か

とやりがいをもって働いている。

ら急性期、回復期リハビリ、在宅サ

さいごに

ポートと、県民、市民が生命にかか

学校のように一律に制限、中止する

わる病気にかかっても早く治して、

のではなく、医療人にとって最も大

障害が残ればリハビリで可能な限り

薬剤師、リハスタッフ、管理栄養士、

事な感染防御を実戦で学ぶ千載一遇

住み慣れた地域に帰っていただくよ

メディカルソーシャルワーカー、事

のチャンスととらえ、考えられる限

う、グループ全体で努力している。

務、クラーク、アテンダント、清掃

近森は医師、看護師ばかりでなく、

りの感染対策を講じた上で、学校内

近森全体で現在、医師 147 名を含

のスタッフに至るまで、みんなで患

での授業や近森病院での実習は可能

め ス タ ッ フ 総 数 2,260 名 で あ る が、

者さんに早く良くなって帰ってもら

な限り行った。

これだけ多くのスタッフでも全ての

おうと心を一つにして働いている素

その中でマスクを着用し、頻回の

医療に対応することはできない。そ

晴らしい職場です。
「コロナ時代の新

手洗いや手指消毒をすることで、会

のため病状が落ち着けば、かかりつ

人だから、さすが！！」とみんなから

食時などのマスクをはずしての会話

けの先生方に逆紹介し地域で診ても

評価されるよう頑張って下さい。そ

さえなければ、新型コロナを防げる

らい、悪くなればまた近森へ紹介し

して医療人というやりがいのある仕

ことを実感したし、病院や学校でク

ていただくという地域医療連携を 20

事を通じて、新人の皆さんの人生が

ラスターを発生させないという、医

年以上前から実践してきた。

いきいきと充実したものになること

療人としての厳しい規律を身につけ

さらには、医師、看護師の周辺業

を祈っている。

務を多職種に委譲し、診断、治療、

てくれた。

ちかもり

まさゆき

近森病院・近森リハビリテーション病院・近森オルソリハビリテーション病院からのお知らせ
ゴールデンウイーク期間中の診療体制
28日
（水）

29日
（木）

30日
（金）

通常診療

救急体制
での診療

通常診療

昭和の日

1日
（土）

2日
（日）

暦通りの診療体制です

3日
（月）

憲法記念日

救急体制での診療

4日
（火）

みどりの日

5日
（水）

こどもの日

6日
（木）
通常診療
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新型コロナウイルスワクチンの
「医療従事者への優先接種」が始まりました。
感染管理認定看護師
近森病院

副看護部長

近森 幹子

新型コロナウイルスワクチンは２

あるため副反応対策を含め、接種会

ないための人数調整、接種後の副反

回の接種が必要で、今回、近森病院

場設営や接種の流れの確認など打ち

応に対する健康観察のための待機で

では 3 月 18 日からこの 1 回目のワ

合わせを数回行いました。

した。

クチン接種が始まりました。1 番目

優先接種のワクチンは、
ファイザー

現時点で重大な副反応はなく、2

に率先して接種したのは、当院院長

社の製剤を薬剤部で溶解し、接種会

回目の接種を 4 月に実施する予定で

で多くの職員が引き続き接種を受け

場でシリンジに引き分けるなど、当

あり、安全に接種ができるよう次へ

ています。

日の準備から終了まで緊張の中で終

の準備をしていきたいと思います。

当院では、これまでインフルエン

了しました。特に注意を要したのは、

ザワクチンの集団接種の経験もあり

1 バイアルを指定された人数分に振

ましたが、今回は新たなワクチンで

り分けること、ワクチンを無駄にし

ちかもり
職員対象

みきこ

第114 回

チカモリ・シネマクラブ

▲最初に打つ近森院長「痛いかな？どうかな ?」

▲問診

▲待機所（一方向で座り、おしゃべり禁止）

4月 の 歳時記

◦ 近森看護学校通信 52 ◦

看護師国家試験受験にエール

ペチュニア

２年生

近森リハビリテーション病院
4 階病棟西
看護師 主任 岡林 巧也

弘田 想

今年度は学内に巨大絵馬を設置、３年生に合格祈願の願い札
を掛けてもらい、願い札は１月末 JAL から太宰府天満宮に奉納
して頂きました。

ペチュニアは春～秋にかけてと

２月 13 日には看護師国家試験に向かう 3 年生に少しでも気

開花時期が長く、ガーデニング初心者
にもおすすめの花です。
「心のやすらぎ」という
花言葉があるペチュニア。コロナ禍で疲弊して
いる中、やすらぎの一つとして植えてみてはい
か が で し ょ う。 我
が家もペチュニア
を植えていますが、
色 や 品 種 も 多 く、
寄せ植えした花は
庭や玄関を明るく
してくれます。
おかばやし

▲シリンジを引く筆者

たくや

持ちを和らげて臨んでいただきたいという思いで、
「壮行式」
を実施しました。壮行式では、近森正幸理事長、山﨑正博学校
長から 3 年生に向けて熱いエールが送られました。感染対策に
配慮し、１、２年生からは 20 名が参加し４期生は確実に全員
合格できるという願いをこめて「できる応援歌」を歌い士気を
高めました。壮行会に参加で
きない学生の思いも伝わるよ
う学校の階段に学生全員の顔
写真を貼り教職員、在校生全
員で 3 年生を見送りました。
ひろた

そう
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近森病院附属看護学校

卒業式

第 4 期生 39 名が社会に飛び立ちました。
▼優秀賞受賞の皆さん

感謝の気持ちを忘れずに
近森病院附属看護学校

卒業生

山本 智晶
４ 月 か ら は、

私たちは 3 年前、同じ目標を持っ

者様との関わりを通して、看護師と

た仲間と出会い今日まで共に歩んで

してのやりがいを実感することがで

看護師として新

きました。学生生活は楽しいことば

きました。今年は、新型コロナウイ

たな一歩を踏み

かりではなく、自分の不甲斐なさを

ルス感染症の影響により臨床の場で

出します。看護学校で学んだ経験を

痛感することもありました。しかし、

の学習の機会は少なくなりましたが、

活かし、自分たちの思い描く看護師

友人や家族の助けもあり、困難を乗

先生方をはじめ多くの方々の力添え

像に向けて研鑽を積む所存です。今

り越え自分の成長につなげることが

があったからこそ継続して学習に取

後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく

できました。また、臨地実習では患

り組むことができました。

お願い致します。

やまもと

ちあき

一瞬のようで、とても長い時間だったように
近森病院附属看護学校

3 年生担任

島本 恵

新型コロナウィルス感染症対策と

と、楽しかった学校行事のこと、先

ても大切な時

して授業や実習を変更しながら、無

日行われた国家試験のことが述べら

間になりまし

事に第 4 期生を送り出すことができ

れ、その折々の様子が目に浮かび、

た。

ました。マスクを着用していました

私にとっても「一瞬のようで、とて

相手の心情を敏感に感じ取り配慮

が、晴れ着に身を包んだその様子か

も長い時間だったように」思い出さ

できる、思いやりに溢れた 4 期生。

らは、3 年間の学習をやり遂げた達

れました。

国家試験に向けて頑張った知識とそ

成感が伝わり、とても凛々しく頼も
しく見えました。
答辞の中には、緊張した実習のこ

卒業生それぞれにとっての貴重な
3 年間を共に歩み、成長を間近に見
守ることができたことは、私にとっ

の優しさをもって、新たなステージ
を歩んでほしいと思います。
しまもと めぐみ
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心不全パンデミックに備え
地域でのチーム医療を
近森病院
循環器内科

副院長

主任部長

川井 和哉

高齢心不全患者さんが増加し「心

さんへ『最善の医療』を提供するた

非専門医を問わず、皆様のご参加を

不全パンデミック」といわれる近年

めに、高知を大きなハートチームと

お待ちしています。

において、かかりつけ医の先生と共

考え、
『循環器よさこいミーティング』

に「地域でのチーム医療」を実践す

を立ち上げました。コロナ禍で延期

近森病院施設認定取得

ることが必須です。

していましたが、3 月 22 日に第 2 回

最新治療（PFO）始まります !

症例から学ぶことは多く、かかり

を Web+ 現地のハイブリットで開催

つけ医の先生方と一緒に考え、意見

しました。クイズ、症例検討、トピッ

交換を行うことで、疾患やお互いの

クスなど、大いに盛り上がりました。

理解を深めることができます。
病診連携は当たり前！ 地域の患者

かわい

かずや

今後は 2 カ月に一回、最新の話題
も取り上げていく予定です。専門医、

会場 40 名、Web 視聴 60 名、合計約 100 名の方に
ご参加頂きました
レクチャー竹下昌弘 症例検討細田勇人 クイズ 小松洵也

第 7 回 近森病院慰霊祭
病理解剖統括責任者
近森病院 消化器内科

部長

岡田 光生

近森病院では病理解剖を行わせて

た 420 名の方々に加え、新たに 2020

医療機器や診断技術が向上した現

いただいた方々の慰霊祭を毎年開

年に病理解剖を行わせていただいた

在においても病理解剖でしかわから

催しています。今年は第 7 回目で、 10 名の方々の御霊のご冥福をお祈り

ないことが非常に多くあります。病

2021 年 2 月 20 日に病院職員、
主治医、 いたしました。併せて、ご家族を亡

理解剖で得られた知識や経験を今後

ご遺族の方々総勢 70 名が参加し執

くした辛いご心境の中、病理解剖を

のより良い医療の実践に活用してい

り行われました。

ご承諾下さったご遺族の皆様の尊い

くよう努めて参ります。

これまでにご協力いただいきまし

お気持ちに感謝の念を捧げました。

おかだ

みつお
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献血キャンペーン実施

2021 年 3 月 3 日

献血推進を目指して

近森会グループでは年 4 回の献血

はいっそう逼迫しています。安定的

このような状態の中、献血キャン

キャンペーンを実施しています（今

な血液製剤の供給が途絶えれば、輸

ペーンと初めて企画した献血者への

年度は 1 月に臨時で行ったので 5

血の必要な救急患者さんや手術をさ

表彰式にあわせ、血液センター様か

回）
。高知県では、献血協力者が年々

れる患者さんにとっては適切な治療

ら当会へ感謝状もいただきました。

減ってきており、更に昨年から続く

が受けられなくなる可能性もあり、

コロナ禍で、献血・血液製剤の需給

大きな問題となっています。

今後は定例の献血キャンペーンに
加え、毎年の献血表彰開催も検討し
ており、より積極的に献血を推進
していけたらと考えています。

▲血液センター所長の河野威先生より
近森会へ感謝状をいただきました

♥献血上位参加者の表彰♥
近森理事長の「献血に地道に参加してくれているスタッフの頑張りに報いたい！」との思いから上位参加者※の表彰
を行いました。栄えある第 1 回受賞者には、サプライズで豪華副賞がプレゼントされました。
※直近で 10 回以上近森病院において献血したスタッフが受賞。
（起算日：2017 ／ 9 ／ 14）

100 回を目標に

日本で一番少ない AB 型
危機管理部 災害対策室

診療支援部

楠瀬 達也

室長

企画課
主任

大中 崇

事務職の私でも患者さんの為に何かしたいと思っ

誰かの助けになれればと、そんなありふれた思い

て始めたのが、献血でした。私の血液型は日本で 1

がきっかけで、定期的に献血ができる職場にいつも

番少ない AB 型ですが、コロナ禍の影響で献血され

感謝しています。400ml 献血 100 回を目標にあと 27

る方が減少している中、輸血が必要な方の為に少しで役立て

年。還暦を迎えても元気に献血が出来るようカップ麺の回数

てもらえればと思っています。

は減らしたいなと思います。

くすのせ

▼マスコミに取材に来ていただきました。対
応するのは血液内科上村部長

たつや

▼血液センター様からは献血グッズを、理
事長からは豪華副賞をプレゼント！

おおなか

目標
35 名

たかし

参加 44 名
うち献血できた方
40 名

１月に臨時献血をした後でしたが、
今回も多くの方にご参加頂きました。
次回は 4 月 8 日（木）新人献血を予
定しています。

認知症看護認定看護師

資格取得

地域との連携を目標に
近森病院 救急外来（ER） 看護師
自宅で祖父を看
取った経験から、高
齢者と関わりその家族の思い
を支えたいと考え看護師になりまし

小松 有希

職種との連携が必要です。そこで、

傾け、病院側から暮

より深い知識を得るため資格取得に

らしを支援していき

至りました。

たいと思います。地域にも出向いて

今後は入院される方はもちろん、

た。高齢化と共に増える認知症の方

受診される方や認知症の方を支える

とそのご家族を支援していくには多

ご家族など介護する方々の声に耳を

行きたいと思っていますので、宜し
くお願いいたします。
こまつ

ゆき
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ひろっぱ隊の「ご近所お弁当リレー！」

ある冬の夜の思い出

高知市追手筋 1-6-3 千頭ビル 1F
須崎魚河岸 魚貴 追手筋店

ハッスル研修医

088-855-3015

須崎で仲買人をしているオーナーが、自ら魚市場で仕入れてきた海の幸も
使用したお弁当です。
美味しい魚をご自宅でご賞味ください。
【営業時間】
17 時～ 24 時（L.O.23 時 30 分）
祝日前・金・土 17 時～ 1 時（L.O. 0 時 30 分）
【受渡し時間】 17 時～ 22 時
【テイクアウトメニュー】
魚貴の味弁当（ご飯入り）1,500 円（税込）
※前日要予約

吉本 光平

初期研修医

10 年ほど前の冬に、夕方からなん
となくしんどいなと感じていると、

その他メニューは QR コードからお店のメニューへどうぞ！▶

夜になって悪寒、高熱、全身倦怠感

看護部 Good Nurse 運動

が出現し、一人で夜間救急外来を受
診しました。

Good Nurse に
３名が表彰されました

フラフラになりながらたどり着い
た受付で看護師さんが症状を聞いて
くださり、すぐに診察室に案内され
ました。診察してくれたのは若い男

看護部では、昨年度から「Chikamori Good
Nurse」として基準を設け、看護師長がスタッ
フの日常業務において頑張っている姿勢や行
動を承認するポイントシールの付与を行って
います。
授賞式では、good nurse のクッキーメダ
ルなどが贈られました。

性医師で、
「僕も少し前にインフル
エンザに罹ったんですよ～」と言い
ながら手際良く検査をしてくれまし
た。結果は予想通りインフルエンザ
ウイルス陽性でタミフル処方にて帰
宅となりました。
診察室まで案内してくれた看護師
さん、診察してくれた医師、薬の説
明をしてくれた薬剤師さんの顔や名

10 ポイント貯まった今回の表彰者のみなさん

前は覚えてはいませんが、冬の寒い
夜に熱で朦朧となりながらやっとた
▲ポイントシール

どり着いた診療所で親切に対応して
もらいとても安堵しました。その時
は感謝を伝える余裕もありませんで
したが、医療従事者としてあの時自
分が感じた安心感を与えられるよう
になりたいと思い奮闘しています。

HCU 萩原恵子さん

▲手作りアイシング
クッキーの進呈

ICU の田中泰良さん（左）と 岡添香穂さん

お弁当拝見 92

よしもと

こうへい

ピンク色の花
診療支援部 医事課

長﨑 令紗

私にとって、月に一度の
私のお弁当は母が作ってくれてい

お 弁当 の日 は 楽し み で

ます。私が体調を崩したことをきっ

仕方ありませんでした。その頃から

かけに、毎朝早く起きて作ってくれ

変わらず入っているものに、“ すま

いたそうで、祖母の代から受け継が

るようになりました。小学生の頃、

きで作った花の飾り ” があります。

れたピンク色の花が彩りを添えてく

偏食が多く給食の時間が苦痛だった

母も子どもの頃にお弁当に入って

れています。

ながさき

りさ
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新人看護師研修

振り返りの会

本院 2 月 4、
18 日／リハ 2 月 23 日／オルソ 2 月 24 日

苦境を強みに
看護部

キャリア開発課

課長

久保 博美

個人発表では、病気の受容や医療

るので、強みをのびのびと活かしな

選択の意思決定に臨んでいる患者さ

がら前進できるよう、今後も支援を

ん・ご家族との多くの出会い、苦し

続けていきます。

みや迷いを受け止めるケアの難し
2020 年度締めくくりの新人研修

さ、その中でも先輩看護師の支援を

「振り返りの会」を、感染対策と育成

得てベットサイドにいられるよう工

的観点から各病院に分かれて実施し

夫したことなどが語られ、一所懸命

ました。

に患者さんやご家族と向き合ってい
近森会
保育室

くぼ

ひろみ

る姿勢がみられました。

そると

一般社団法人高知県建設業協会様よ
り絵本をご寄贈いただきました。ありが
とうございます。▼飛び出す絵本に夢中

言うに及ばず、今年度は誰も経験
したことのない環境・状況の中で成
長してきた新人看護師
た ち。 慣 れ な い マ
スク生活の中でも
関係性をつなぎなが
ら、ここまで頑張っ
てきました。これは
誰も経験したことの
な い「 強 み 」 で も あ

ありがとうございました

・えらべるコースは 7 コース
・ご希望の時間に随時開催
・2 週間前までに
お申し込みください

厚生労働省からの供給
品 が 届 き ま し た。
（Web
調査で希望した医療物資
です）

QR コードで
看護部採用ホーム
ページアクセス！

日本財団医療従事者応援プロジェクト
「KOSE 化粧品セッ
ト」を頂きました。マスク肌に嬉しいパックでした！

ありがとうございました

ありがとうございました

上町 池澤本店様より土佐の赤かつおを寄贈頂きまし

花王株式会社様より花王製品詰め合わせセットを頂

た。美味しくご飯を食べて、頑張ります。

きました。帰ったら毎日使わせて頂いています。
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クリニック探訪

みなみ在宅クリニック

診療科目

内科、訪問診療

高知県高知市南御座 5 － 29（とさでん卸商団地前から徒歩５分）
電話 088-880-0373 ／ FA X 088-880-0374
ホームページ
診療時間

https://minamizaitaku.com/
月 火 水 木 金 土 日

訪問（8：30-17：00） ● ● ● ● ● ー ー

※当院で訪問診療を行っている方に対しては、24 時間 365 日
対応いたします。
休診日：土曜、日曜、祝祭日

院長 南 大揮 みなみ だいき
趣味 : 野球観戦（特に MLB）
、ゴルフ

こまどり

当院は在宅医療に特化したクリニックとして 2018 年 10
月に高知市葛島に開業し、2021 年 1 月に現住所に移転しま
した。当院では患者さんが住み慣れたご自宅や施設で安心
してお過ごしいただけるよう「最適な医療」の提供を目指
しております。また、
地域のみなさんのかかりつけ医として、
病院、訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所、薬局
などの機関と密に連携し、地域医療に貢献して参ります。
ぜひお気軽にご相談ください。

高知蔦屋書店

高知卸団地

みなみ在宅クリニック
ニトリ

こちらは高知地域医療連携推進法人（KMA）に参加して頂いており、今後もより一層密に連携をしていこうとしているクリニック様です
（院長の南先生は近森病院循環器内科 OB です！）

ニューフェイス
①所属②出身地③最終出身校
④自己アピールなど
くすめ しんぞう①近森リ
ハビリテーション病院リハビ
リテーション科医師②高知
県③帝京大学医学部医学科
④サーフィンが好きです。
楠目 信三 板はアルメリック、ジャス
ティス。

お め で と う

2021 年 2 月の診療数

人 の 動 き

敬称略

電子カルテ管理課

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

16,062 人
931 人
904 人
13.22 日
91.43 %
325.92 %
445 件
261 件
447 件
302 件
205 件

2021 年 1 月の出張件数
◇件数…3 件 ◇延べ人数…6 名

編 集 室 通 信
今回の通信を書いている日
（2 月中旬）
の朝に梅の花が咲いているのに気が付
きました。この通信が掲載される頃に
は桜が満開近くなっているのではない
でしょうか。コロナ禍と言われてほぼ
一年が経ちましたが、自然や季節は変
わることなく続いていくのだと感じま
した。日本のきれいな四季を感じてリ
フレッシュしていけたらなと思います。
P.N.

P.Z.
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あなたからの 「ありがとう」 を伝える運動 結果報告 vol.3
石原産業さん
▶いつもテクノ
エイドセンター
にお世話になっ
て い ま す。 ▶ 昼
夜を問わず大手
メーカーとは
違った細かな対
応をされていま
す。▶医療安全分野でも、既存製品の改良や自作など病
院スタッフが気付かない所に目線を置いてくれています。
▶陰で支えてくれていることに関しては、当院職員も見
習うべきところがあると思います。他

エームサービスさん
▶いつも早朝から遅くまで、患者さんの元気の源となる食
事を準備してくださってありがとうございます。▶忙しい
中、細やかで大変なことへの対応に感謝しています。他

外来センター２Ｆ内科
医事課
▶会場設営で長机を 1 人で移動させていたとき通りかかっ
た方が手伝ってくれました。大がかりな設営で人手が足
らず、1 人で時間がかかっていましたが、手伝ってくれた
やさしさが身にしみました。ありがとうございました▶
小松さん、いつも面倒な問い合わせ、相談や確認などさ
せていただいてます。ありがとうございます。他

▶処置室看護師さん、マルク（骨髄穿刺）の対応の際、
急に別の採血容器が必要になったところ、迅速に対応い
ただきありがとうございました▶クラークさん、患者さ
んが別検査に行かれていてどこにおられるか確認をいろ
いろな部門にとっていただきありがとうございました。
時間のムダなく準備することができました▶田中主任、
山本主任、皆様、いつも困ったとき、面倒な対応のとき、
相談させていただきありがとうございます。他

高知県医師会看護専門学校卒業式および閉校式
社会医療法人近森会

3 月 4 日高知県医師会看護専門学
校の卒業式と閉校式がコロナ禍で

理事長

近森 正幸

続いた高知県医師会看護専門学校が

んが近森病院に来て下さり、もっと

閉校となった。

もお世話になった看護学校です。多

ひっそりと挙行された。2019 年 3 月

准看護学院は近森病院が開院して

くの卒業生を輩出され高知県の看護

には高知県医師会准看護学院が 67

6 年後の 1952 年に高知県医師会准看

の基盤を作って下さいました。本当

年の長い歴史に幕を降ろしたのに続

護婦養成所として開校したが、それ

に長い間ありがとうございました。

き、2 年後の 2021 年 3 月に 24 年間

以降本当に多くの准看さんや正看さ

ちかもり

まさゆき

閉校を機に、近森病院へ手指
消毒剤をご寄贈いただきました。

▲校旗降納

