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5月16日 救命救急センターが10 周年を迎えました
救急医療の振り返りと今後について
近森病院

院長

近森 正幸

ム医療で医師の業務を診断、治療とい

まで以上に高齢化が伸展し、疾病構造

近森病院は 1964 年の救急病院の告

うコア業務に絞り込み、先生方が救急

も変化するが、高知の救命救急医療の

示以来、60 年近くにわたり救急の「チ

医療に専念できる体制を取っている。

最後の砦として頑張っていきたいと

カモリ」として 24 時間 365 日、1 日

これらの努力が実を結び、実績が認

の休みもなく救急患者を受け入れてき

められたことで 2011 年 5 月には高知

た。

県で民間初の救命救急センターの指定

その間、医師、看護師ばかりでなく、

を受けることが出来た。根岸正敏セン

医療スタッフを営々と増やし、5 カ年

ター長のもと ER の先生方やスタッフ

計画では近森病院の全面的な増改築を

ばかりでなく、病院全体がバックアッ

行い、病床を増やすと共に先進的な医

プすることで、現在では救急搬送件数

療設備を整備してきた。さらには地域

は中四国でも 3 番目、高知県ではトッ

医療連携で外来は紹介や救急患者に絞

プの実績を上げている。

り込み、多職種による病棟常駐型チー

これからは人口が減少すると共に今

願っている。

ちかもり

まさゆき

救命救急センター 略史
1946 年
1964 年
2002 年

近森外科 開院
救急病院 告示
ER 開設
北米 ER 型救急 運用開始
2007 年 ドクターカー 運用開始
2011 年 救命救急センター 指定
（高知県で民間初）
2021 年 救命救急センター 10 周年

救命救急センター指定から10 年、そしてこれから
近森病院 救命救急センター

センター長

救急科

部長

根岸 正敏

近森病院では、開院以来救急医療に

モットーとする北米 ER 型救急を取り

力を入れてきたが、2002 年に『いつ

入れ、軽症から重症まで数多くの救急

ども評価され、2011 年 5 月に救命救

でも、だれでも、どんな疾患でも』を

患者さんを受け入れてきた。その実

急センターに指定された。センターに

績と地域医療支援病院、災害拠点病

指定されて以来、ちょうど 10 年の節

院、社会医療法人としての公益性な

目を迎えるが、この間に病院の増改築
と病床の再編成、特に集中治療室、救
命救急病棟など高規格病床
の整備、ベッドコントロー
ルナースの導入などによっ
て救急応需率は 80% 前後
から 95％前後まで改善し、
より多くの患者さんの受け
入 れ が 可 能 に な っ た。 さ
らに屋上ヘリポート整備
や DR カー運用の拡大によ

次頁へ続く
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今後も、重症から軽症まで、“ 患者

前頁から続く
る重篤患者さんの受け入れ

さんが困った時が救急である ” という

強化により、入院治療を要

気持ちを忘れることなく、患者さんに

する重症および中等症患者

寄り添った、質の高い救急医療を提供

数は増加傾向にあり、入院

することが使命であり、これまで多く

比率も 55％を超えている。

の方々に支えられてきたことを深く胸

ここ数年間は救急患者数、

に刻み、これからは我々が多くの県民

重篤患者数ともに中四国で

の皆様の支えとなれるようにさらに精

もトップクラスの受け入れ

進していきたい。

となっている。

ねぎし

まさとし

5月13日（木）記念セレモニー

◀前の女性 4 名と後列左から 4 人目井原医師
はドクターカー搭乗用の新しいユニフォーム
を着用

6月 の歳時記

New ドクターカー 6 月より運用開始
◀病院救急車の老朽化に伴い、
新しく導入します。ペーシン
グ機能付きの除細動器の装備
や、磁気浮上で走行中の揺れ
を軽減するなど、パワーアッ
プしました！

オリーブ
近森リハビリテーション病院
５階病棟西 看護師 野田 晴香

詳しくは▶
ホットライン
6 月号へ！

食用油としてのイメージが強い
オリーブでずが「平和」
「安らぎ」
などの花言葉を持ち、
「幸せを呼ぶ
木」とも言われ縁起が良い植物と
されています。オリンピックのメ

救命救急センターへ感謝状

ダリストに草の冠が渡されること

式典当日、救命救急センタース

もありそれもオリーブの冠だそう

タッフにはサプライズで、病院か

です。昨年からコロナの影響もあ

ら感謝状が贈られました。救命救

りあまり良いこともない 1 年だっ
たのでささやかな幸せがあればな
と思います。

のだ

せいか

急への尽力と、さまざまな人材育
成への貢献についての感謝が綴ら
れています。

救急医療功労者 厚生労働大臣表彰
高知県医師会からのご推薦を受け、令和 2 年度の功労者に表彰されました。

◀県庁での表彰式にて
左から
家保高知県健康政策部長、
根岸、寺田、
野並高知県医師会副会長
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PFO が関連する脳梗塞再発リスクを低減

筆者中央、右端はプロクター岡山大学循環器内科
准教授 赤木禎治先生

卵円孔開存

PFO 閉鎖術 始動！
近森病院 循環器内科

科長

細田 勇人

態です。卵円孔は、私たちが母親の

再発するとの報告があります。初回

おなかにいる時に、母親から共有さ

と同じタイプの脳梗塞を繰り返す可

れた酸素が多い血液を体全体に送る

能性が高いと報告されており、PFO

卵円孔開存閉鎖術とは、卵円孔開

際に重要な役割を果たしますが、出

が原因と考えられる脳梗塞患者さん

存（PFO）が関与したと考えられる

生し自分で呼吸ができるようになる

には PFO を閉鎖することで再発のリ

脳梗塞や一過性虚血発作（一時的な

と数日で閉鎖します。しかし、開存

スクを低減することをお勧めしてい

麻痺などを起こす状態）を発症した

したままの方が 25% いると言われて

ます。従来、抗血栓薬（血液をサラ

方に対して、脳梗塞の再発リスクを

います。通常は無症状で治療の必要

サラにするお薬）を生涯服用すると

低減するカテーテル治療です。当院

もありません。しかし、稀に PFO が

いう方法がありますが、出血リスク

はこの 4 月より高知県初で施行でき

あるために、運動や咳、排便などで

が高まるという問題があります。

るようになりました。

静脈圧が高まると、右心房から左心

脳梗塞再発予防に新治療！
高知県初・四国２施設目

卵円孔開存（PFO）由来の
脳梗塞が対象
PFO とは心臓の左右の心房の間に

脳梗塞の原因になると考えられてい

約 1 時間程度で完了し、体への負担

ます。

が非常に少ない治療です。原因が分

高知県死因第 3 位が脳血管疾患

PFOによる潜因性脳梗塞イメージ
③さらに脳へ
達すると
脳梗塞に

PFO 閉鎖術はカテーテルで行い、

きた血栓が卵円孔を通過し脳に達し、

ある心房中隔に隙間が開いている状

②血栓が
PFO を通過

選択肢の一つとして

房に血液が直接流れ込み、下肢でで

再発リスクは 10 年間で約 50％
高知県の死因第３位が脳血管疾患

からない脳梗塞を繰り返さないよう
に、脳梗塞再発予防の一つの選択肢
として是非 PFO 閉鎖術を考慮してい
ただけたらと思います。

です。その約 70％が脳梗塞で、約

ほそだ

25％が原因不明の潜因性脳梗塞で
す。潜因性脳梗塞患者の 40％に PFO
①足などにできた
血栓が右心房へ

が存在し、脳梗塞の原因の可能性が
あります。脳梗塞は 10 年間で半数は

治療適応
PFO が関連すると思われる潜因性脳梗塞既往があり、閉鎖術施行後一定期間の
抗血栓療法施行が可能と判断される患者さん。

はやと

！ POINT ！

5 月号でご紹介した WATCHMAN
（左心耳閉鎖術）は心房細動による
脳卒中リスクを低減する治療です。
治療適応・注意点
入 院 治療前日
▼

手技詳細
ハイブリッド手術室にて、全身麻酔で経食道エコーによるモニタリング下で施行

術 後 集中病棟を経て、状態が落ち着けば
▼

PFO

一般病棟へ。同時に、元々の状態に
応じてリハビリも開始。

退 院 術後２～３日で退院（原則３泊４日）
▼
術 後 45 日および半年

鼠径部の大静脈からカテーテルを通し、デバイス
埋め込むデバイス器具

を心臓に挿入。ＰＦＯを通過させる

再度外来で検査を行い、順調に閉鎖
しているかを確認。

※一定期間（約 6 ヵ月）は抗血栓薬を
継 続しますが、その後状況に応じて、
抗 血栓薬の中止を検討します。

合 併 症
左心房側で一方のディスクを展開。続いて、手前の右心房側にカテーテルを移動さ
せ、もう一方のディスクを展開し PFO を閉鎖。

脳梗塞、心房細動、心タンポナーデ、肺塞栓な
どが報告されていますが 0.4 ～ 0.6％と稀です。
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CS（ケア・サポート）セットの導入

入院時の必需品一式が
日額定額制レンタルへ

【CS プランメニュー表（税込）】
寝巻・タオルセット
おむつセット

330 円
×契約日数
539 円

ー ご注意 ー
※ CS セット導入に伴い、
従来の病衣や病院準備の
紙おむつは終了します。
※オプションのみのご利用は
できません。 CS プランと
合わせてお申込みください。

5 月 17 日より、衣類・タオル類・
日用品・紙おむつ類が、日額定額制
のレンタルサービスの「CS（ ケアサ
ポート）セット」に変わりました。
入院時の必需品の一式が手配できる
便利なセットです。

【オプション
メニュー表（税込）】

お申し込み
近森病院１階サービスカウンター（入退院センター近く）
もしくは Web で。患者さんと㈱エランとの直接契約です。

コロナ禍を鬱陶しく感じておられる
皆さま、それをきっかけに病気全般へ
の不安を持ち始めた方々。
近ごろの社会情勢に何らか不満や不
安をお持ちの方々、必見！です。
『おじちゃんの徒然草 その四』
（2021.3.30 発行）を読んでみて下さい。
COVAX という組織（49 頁）、トリアー
ジ（triage ＝患者の治療順序を決めること）
について（94 頁）、中国のワクチン外交
（108 頁）、
ワクチンを拒否する人々
（114 頁）

第2回

• 消耗品パック①歯みがき
• 消耗品パック② 口腔ケア
• 転倒予防シューズ

1,100 円
1,760 円
2,090 円

など、読むだけで「溜飲が下がる」と
でも言うのでしょうか、不思議とスッ
通算、なんと 8 冊目！
キリしてしまいます。
おじちゃんの徒然草 その四 「拝啓 丘みどり様」、「余談、チンパ
ンジー型とゴリラ型」
、
「沖縄戦の悲劇」
、
精神科
「官僚の忖度」etc。お勧め篇を挙げる
田村雅一先生
のももったいない程に幅広い世界へ、
居ながらに羽ばたけます。
まるで季刊誌のごとく
、間もなく発行
なお、
『徒然草 その五』
出版活動を続けられて
予定で、近森理事長の「なるほど！こう
います。
いう過ごし方！」も掲載。乞うご期待。
書籍紹介

心不全在宅移行支援の会

2021 年 4 月 16 日

本人・家族の意向に沿った在宅療養生活
①

近森病院 地域医療連携センター
看護師長

山本 詩帆

②

重症の心不全患者さんが在宅で療

第 2 回目の今回はドブタミン点滴

養できる方法を探るため、2020 年 8

の外来通院負担を軽減するために訪

月に、訪問診療を行っている地域の

問診療・訪問看護を導入、在宅での

先生方と当院医師・看護師で第１回

点滴を開始した症例を中心に 4 月 16

目の意見交換を行いました。

日リモートでミーティングを行いま
した。遠隔モニタリ

③

④

の質も向上したとの

①帯屋町ハートクリニック 日浦 正仁院長
②みなみ在宅クリニック 南大揮院長
③あおぞら診療所高知潮江 松本務院長
④高知生協病院在宅療養センター
原田健センター長

評価が得られました。

今後も引き続き開催し、１人でも多

ングでは VT アラート
が減少、本人の生活

話し合いは心不全

くの心不全患者さんが本人・家族の

緩和や在宅看取りに

意向に沿った在宅療養生活ができる

も及び、大変有意義

よう取り組んでいきたいと思います。

な 会 と な り ま し た。

やまもと

しほ
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ポータブルエコー導入

特定行為研修修了者による
エコーガイド穿刺が始まりました。
近森病院 看護師特定行為研修修了生
６A 病棟

看護師長

超音波診断装置（エコー）とは、

岡﨑 継

当院では、特定行為研

超音波を使って体の中を観察する装

修 修 了 者（ 特 定 看 護 師 ）

置です。エコーの軽量・小型化が進

が院内研修（エコー操作）

み、携帯型エコーを聴診器のように

を受け、エコーを用いて

持ち歩く時代となっています。
エコー

血管内留置針の穿刺を

は、ベッドサイドで簡便に行える上、

行っています。エコーで

患者さんへの侵襲も少ないことが利

血管の走行や深さを直接

点です。

確認しながら針を挿入し

▼穿刺部拡大

ます。手の感覚や皮膚の視診を頼り

践されていますが、造影剤を用いた

に挿入するよりも確実に血管をとら

検査や、輸血、化学療法などは確実

えられることから、短時間で安全で

に血管内に留置する必要があり、一

す。そして何よりも、何度も針を刺

般病棟や外来でもその需要は高まっ

されるといった患者さんの苦痛を減

ています。特定看護師は、技術習得

らせることができます。

のため日々訓練を行っています。

現在は主に、ER・集中治療室で実

院内研修の様子

2020 年度

おかざき

けい

数字でみる近森会グループ
2020 年４月〜 2021 年３月

近森病院の実績は精神科を除く

近森会グループ

近森病院

近森病院

近森病院

職 員 数

救急車搬入件 数

延べ入院

退院患者数

1,960 人

6,344 件

141,665 人

10,750 人

急性期病院として一般病床 452
床を確保。常時入院中患者さん
は、1 日当たり平均 388 人。

近森病院に入院されている患者さん
が 1 年間に退院された数字です。
平均在院日数は 13.16 日です。

（2021 年 4 月 1 日現在）

委託を含む実質的な職員規模
は 2,288 人となり、多くのスタッ
フでチーム医療を展開し、日々
患者さんをサポートしています。

院内救急車出動件数
ドクターカー
ドクターヘリ受入件数

166 件
79 件
112 件

近森病院

近森病院

近森病院精神科

近森リハビリテーション病院

手術件数

延べ外来患者 数

総合心療センター

在宅復帰率

5,712 件

139,391 人

精神科 1 日平均外来患者数

85.1％

急性期医療に取り組む近森病
院では、一刻を争う患者さんが
多く、日曜祝日関係なく、1 日
当たり平均 16 件の手術数です。

109 人

地域医療支援病院として地域に
密着した医療を展開しています。 デイケアパティオ復職率
および復学割合
外来患者さんは 1 日当たり平均
メンタル就労移行割合
382 人（土日祝日を含む）です。

86％
20％

重症患者割合：日常生活機能評
価 10 点以上 34.9％／重症患者
改善率 47.5％（日常生活機能
評価点数 4 点以上改善）

近森オルソリハビリテーション病院

社会福祉法人ファミーユ高知

在宅支援部門

近森会グループ看護部

在宅復帰率

近森会入院患者の
洗濯引き受け件数

延べ件数・利用者実人数（月間）

離職率・新卒離職率

回復期病床・地域包括ケア病床

91.0％ 84.8％
病床稼働率
延外来患者数

92.6％
12,404 人

年間 23,550 件

入院生活を快適に過ごせるように
お手伝いをしています。
昨年比 2.3 倍
一日平均洗濯 100 人

訪問看護

600 件・100 名

訪問看護（精神）

373 件・146 人
訪問リハ

382 件・ 63 人

7.6％ ・ 5.3％

（昨年比）-1.9・-3.2

9.9％ ・ 5.1％
全国 11.5％ ・ 8.6 ％

県内
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ひさびさの校外研修
近森病院附属看護学校
２年生担当教員

近森病院手術室看護師の久保水
月さんが子育て応援サイト「ココ
ハレ」に登場しました。

松浦 美樹

4 月に校外研修の一環で遠足に出

コロナ禍の影響によりスポーツ

かけました。行き先は、1 年生が牧

大会などの学校行事が中止、もし

野植物園、
3 年生がのいち動物公園、

くは規模が縮小する中で、学生た

そして私が担当する 2 年生はむろ

ちは窮屈な学校生活を過ごしてい

と廃校水族館でした。当日は快晴

たと思います。今回の遠足を通し

で気温も心地よく、絶好の遠足日

て、心も体もリフレッシュでき、

和でした。学生たちは密を避けな

クラスメイトの親睦がより深まっ

がら水族館を楽しみ、公園でサッ

たように感じました。
まつうら

カーや野球、芝滑りなど伸び伸び

高知新聞社の企画・運営する子
みき

育て応援サイト「ココハレ」を皆
さんご存知でしょうか。

と体を動かしていました。

高知の家族で楽しめるおでかけ
情報や、子育てのヒントを紹介す
るサイトで、そのなかの「子育て
時間」というコーナーに、久保さ
んのインタビューが掲載されまし
た。
１日のスケジュールや仕事・育
児への思いなどを語っています。
ぜひご覧ください。

リレー エッセイ

新米パパ
先日、娘が 1 歳の誕生日を迎え
ました。予定日より 3 週間早く小

臨床工学部 急性期 CE

川田 博登

仕事の疲れを忘れてしまうほど可愛

き、毎日の連絡

いく思います。

帳を見るのが私

さく産まれた娘ですが、大きな病気

「そると」に通いだしてからは家

やケガもなく、すくすくと育ち成長

で見る事の出来る様子だけではな

になっています。忙しい日々ではあ

を感じています。最近では大人が触

く、親と離れて過ごす時の姿やお友

りますが、子育ての楽しさも実感出

る物に興味を持ちはじめ鞄の中の物

達と遊ぶ中での成長を知ることがで

来ている今日この頃です。

の楽しみの一つ

を引っ張り出したり、おしり拭きや

娘が産まれてすぐにコロナの感染

ティッシュを空になるまで全部出し

が拡大し緊急事態宣言が発令された

ていたりと少しも目が離せません。

為、祖父母に会わせてあげる事もな

普段は騒がしい娘ですがいたずら

かなか出来ず、自宅で過ごす日々が

している時の集中力には驚かされま

続きました。色々な経験をさせてあ

す。大変な事も多いですが、仕事か

げることの出来ない 1 年だったので、

ら疲れて帰っても玄関のドアを開け

コロナが落ち着いて出掛けられるよ

るとパッと笑顔になり、ハイハイで

うになったらたくさん遊びに連れて

駆け寄ってきて抱っこと手を伸ばし

いってあげたいと思います。

てくれる娘の姿が私の癒しとなり、

かわだ

ひろと
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ハッスル研修医

より良い療養生活が送れるように

近森病院でしか学べないことを

～第 1 回心不全療養指導士資格取得～
近森病院 北館 3 階病棟
看護師

井上 有紗

初期研修医

田中 漱一郎

高知に来て 7 年目となり、よう
やく高知家の一員として認められ
始めたと実感しています。1 日でも
左から 3 人目が筆者

日本循環器学会では人材育成の取

らしく療養生活が行えるよう患者さ

り組みとして今年度より「心不全療

んや介護者に正確な知識や技術を身

養指導士」制度が設けられました。

に着けていただき、発症・増悪予防

2021 年 3 月に全国で約 1,700 人誕

のためのセルフケアと療養が継続し

生し、当院でも看護師 2 名、薬剤師

ていけれるように支援していきたい

3 名、管理栄養士 1 名の計 6 名が合

と思います。また毎週、心不全多職

格しました。

種チームが行っているカンファレン

心不全患者さんの再入院要因は生

スで、心不全療養指導士として多職

活的要因（怠薬や塩分過多等）が多

種と連携しながら介入していきたい

くを占めており多職種が介入するこ

と思います。

とで再入院予防が可能です。その人

いのうえ

ひろっぱ隊の「ご近所お弁当リレー！」

ありさ

早く明るく活気のある高知に戻る
よう願っています。
僕の研修は呼吸器内科でスター
ト を 切 り ま し た。 呼 吸 器 内 科 は、
肺癌などの呼吸器疾患を診るだけ
ではなく、肺炎をはじめとする感
染症と抗菌薬治療や呼吸管理等々
多くのことを学ぶことができ充実
した日々を過ごしています。臨床
に出ると、自分の知識不足や判断
力など様々な部分で自分の未熟さ
を痛感させられます。そんな中で
も、1 日 1 日をなんとか乗り越えら
れているのは、2 年目の先輩方をは
じめ、指導医の先生、看護師さん、
コメディカルの方々など多くの人
達の支えがあるからであり、近森
病院の温かさを肌で感じています。
私事ですが、最近ウヰスキーに
没頭中です。ウヰスキーは樽の中
で長期間熟成されることで、樽の
個性を自分のものにして香り高く
美 味 し く な っ て い き ま す。 僕 も、
近森病院でしか学べないことを自
分の中に吸収し、立派な医師とな
れるよう日々精進してまいります。
たなか

※味噌汁付

そういちろう
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日本外科学会 外科専門医 取得

熱意、創意、誠意、決意

看護部のインスタはじめました
follow
me!

近森病院 心臓血管外科

枝木 大治

※ 2021 年 3 月 31 日まで勤務

この度、外科専門医を取得するこ

チームを形成し皆さんに貢献できる

とができました。登竜門であるこの

心臓血管外科医になりたいと思って

資格を取得でき、ひとまず、ほっと

おります。

しております。私を導いてくださっ

次なる目標は、外科専門医の上位

た、患者さん、指導医、医療関係者

に位置付けられる心臓血管外科専門

の方々に感謝申し上げます。

医の資格の取得です。今後もより高

近森病院では、心臓血管外科医の

度の技能、知識を体得し、タイトル

やりがい・醍醐味だけでなく、循環

の外科医に必要とされる 4 つの「意」

器内科、他科、他職種との連携の重

を忘れず、power-up していければ

要性を再認識しました。私も将来は、

と思います。

だいち

母の日特別企画！

へ

ら母

娘か

えだき

近森病院附属看護学校

お母さんへ

3年

澤田 美月

いつもたくさんの笑顔を見せてく

応募方法は近森会グループ HP の
看護部採用頁よりご確認ください。
【お問合せ】
社会医療法人近森会 看護部長室
TEL. 088-822-5231

ニューフェイス ①所属②出
身地③最終出身校④趣味など

れてありがとうございます。私が毎
日幸せに過ごせるのはお母さんが支
えてくれているからです。私が中学
生に上がると給食がなくなり、その
時から学校がある日は毎日欠かさず

に言っていましたが、お弁当を開け

お弁当を作ってくれてありがとうご

ると彩が良く、前日の夜ご飯の残り

ざいます。学校へ行く時間になり、

物ではなく私が好きなおかずを作っ

私が「そろそろ行くね」というとお

て入れてくれます。

母さんは「はい、お弁当」と言って

お母さんにとってはこの出来事は

私に笑顔で渡してくれます。私が学

一日の中でのほんの一部分かもしれ

校に行くのを少しためらっていると

ませんが、私が今こうして学校に休

「頑張っておいで」と後押ししてく

むことなく通えているのはお母さん

れます。お母さんは「お弁当の中身

が優しく接してくれ、私が辛い時に

いつも同じおかずでごめんね」と前

は元気づけてくれるおかげです。そ

お弁当拝見 83 あ と 、 何 年 ？

して、お母さんの作ってくれる
お弁当を食べるのが楽しみだか

近森リハビリテーション病院
6 階病棟西

看護師

らです。お母さんの笑顔は、私

澤田 みさ

にとって元気の源です。

節約と思って始めたお弁当づくり

改めて、いつもたくさんの笑

も、早 27 年目に突入しました。と
はいっても前日の残り物がほとんど

顔や元気をくれてありがとうご

です。
今はオペ室に所属している長女と

ざいます。これからも私の大好

近森看護学校に在籍している次女と
ときどき夫と……、多いときは 4 個
のお弁当を作っています。
茶色のお弁当でも、誰も文句ひと
ついわずに食べてくれるので、有難

く思っています。まだ、オカンは頑
張ります。あと、何年……？
さわだ

みさ

きなお母さんの笑顔を見られる
ように、元気でいてください。

▲お母さんはリハ 6 階西澤田みささん「ひろっぱ」407 号より転載

さわだ

みづき

青野 哲哉

あおの てつや①循環器内
科 医 師（ 研 修 ） ② 愛 媛 県
今治市③香川大学④休日は
キャンプとイカ釣りをやり
ます。

2021 年 4 月の診療数

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

17,527 人
1,079 人
1,119 人
11.65 日
92.74 %
336.53 %
507 件
307 件
536 件
332 件
234 件

編 集 室 通 信
私は大学受験の為、ある予備校講師
の授業を受講したかったが、その予備
校講師はとても人気があって結局は受
講できなかった。その講師が YouTube
で無料授業をしているのを知り実際に
受講すると内容も充実していた。今で
は、人気講師の授業を自宅でしかも無
料で受けられるとは良い時代になった
なあと実感した。
つつじ
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あなたからの 「ありがとう」 を伝える運動
リハビリテーション部

結果報告 vol.4

・重介助の方の介助を手伝っていただ
きありがとうございました。
・アプローチのアドバイスを丁寧にし
てくださりありがとうございました。
・移乗動作時、介助を手伝ってくださ
りありがとうございます。

ER
・いつも当直中ありがとうございま
す。
・とても頼りになり、やさしくサポー
トしてくださってありがとうござい
ます。いつも助けられています。
・いつも患者さんへの細やかな心配り
ありがとうございます。

臨床検査部

最終回

・近澤副技師長、在宅呼吸器の件では
アドバイスとサポートをしていただ
いてありがとうございます。
・病理担当者、急な標本染色の依頼に
も快く引き受けてくださりありがと
うございました。

電子カルテ管理課

・日々の業務に加え今年は診療科の
細分化、電子カルテの更新と本当に
心身共に大変だったと思います。そ
の中でも丁寧に対応してくれてあり
がとうございます！！
・濵田主任、質問やエラー対応を忙
しい中、対応してくれてありがとう。

消化器外科

津田先生

画像診断センター
・カテ室看護師さん、忙しくても優し
く ･ 明るく接してくれる。
・技師さん、画像の所見など気になる
ところをいつもこっそり教えてくれ
ます。ラジエーションハウスさまさ
まです。

・緊急 OP を深夜
した時、部屋と機
械展開の準備をし
てくれたので助か
りました。
・OP の準備、セッティング等を手伝っ
てくれてとても助かります。

私の

旅行

趣味

近森病院 臨床検査部
臨床検査技師

山本 亜矢

普段はインドア派の私ですが、旅 「負の世界遺産」と言われる、アウ
行となると話は別です。国内旅行で シュビッツ・ビルケナウ博物館を訪
は温泉、海外旅行では世界遺産や美
術館を巡るのが好きです。

れる事ができました。
アウシュビッツ博物館とは、第二

また、博物館を見学するにあたっ

ここ数年は、個人旅行がメインで、 次 世 界 大 戦 中、 ナ チ ス ド イ ツ に よ

ては、アウシュビッツ博物館唯一の

旅行の計画を立てている時が一番楽

り、ユダヤ人などおよそ 100 万人を
しいです。さて、そんな私ですが、 超える人々が虐殺された強制収容所
一昨年、人生で一度は訪れたかった です。博物館訪問前にはホロコース

日本人ガイド、中谷剛さんにガイド

トについての本を数冊閲読していま

島県のホロコースト記念館にも訪れ

したが、あの広大なビルケナウ収容

たいと考えています。

を引き受けて頂けた事もあり、大変
貴重な経験ができました。今度は広

所を目の前にした時は、心に重たい

昨今はコロナ渦の為、次に海外に

ものを感じずにはいられませんでし

いけるのは何年先になるかは分かり

た。ここで得た多くの学びからは、 ませんが、これからも歴史を学びな
平和の大切さを改めて考えさせられ

がら海外旅行を楽しみたいと思いま

ました。

す。

やまもと

あや

