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資格/認定：栄養サポートチーム専門療法士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

Q1.

Q3.

なぜこの職種をめざしたのですか？

コミュニケーション障害をもつ方をサポートしたいと考え、
この
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回生病院のいいところを教えてください。

学会参加をサポートする制度があります

職種を志しました。

SE（エスイー）と聞くと、皆さまはどのようなイメージをお持ちで

Q2.

しょうか。患者さんと接する医師や看護師等と異なり、患者さんと接
する機会のない職種であるため、どのような仕事をしているのかイ

Q4.

この認定を取得するのに
苦労したことなど

趣味や好きな事は、
何ですか？

今は遠くに出かけるこ

メージしにくい方も多くいらっしゃると思います。今回は、少しでも

認定を取得するためには学会やセミナーへの参加、
４０時間

とが出来ませんが、
ドラ

身近に感じていただくため、SEをご紹介いたします。

の実習、
症例報告書を作成し、
受験資格を得て、
認定試験に

イブでしょうか。
あと、
食

合なく安定稼働するように整える仕事

SEとは

をしています。医師や看護師等の職員

システムエンジニア
鎌田 眞成

挑みます。認定試験は専門外の知識も必要となり、
参考書を

べることと、
料理が好

読み解くことに時間がかかってしまい、
焦りながら勉強していま

きです。

した。

が円滑に仕事をできるように、患者さ

ムエンジニアを表す言葉です。私たち

んが快適に診察を受けられるように、

の生活している社会は、どこを見渡し

システム面でサポートしています。

ることになりました。これまでもプロ

てもコンピュータやシステムに囲まれ

中でも重要なのが電子カルテの核と

グラムのバージョンアップなどは数回

ており、現代社会とシステムは「切っ

なるデータベースが保管されている

あったのですが、完全に新しい物に刷

ても切れない関係」です。システムに

サーバーの管理です。診察室や病棟、

新するのは23年ぶりになります。(株）

はトラブルが付き物であり、必ず不具

各コメディカルに約450台の端末があ

ソフトウェアサービスの方に常駐して

合が発生します。トラブル時は、シス

るのですが、それを正常に動く状態に

いただき、鋭意準備を進めておりま

テムに精通したSEが復旧を行い、保

保つことが私たちの役割です。正常で

す。リプレースすることで、処理速度

全に努めます。

あることが当たり前でなければならな

が格段にあがり、1画面でさまざまな

いので、メンテナンスを徹底して行い

情報を見ることが出来るため、次の予

ます。ただ、昨日まで普通に動いてい

約を入れるのもスムーズになり診察自

たものが、朝電源をいれたら起動しな

体も早くなると思われます。また同時

い、なんてこともあります。最近は殆

に診察の待ち受けシステムも新規導

きがあります。食事ごとに血糖値が上がるの

どそのような事案はなくなったのです

入されますので、懸案の待ち時間短縮

で、食物繊維も1食にまとめて摂らず、分散し

が、10年ほど前は、今よりも機械の性

に繋がると期待しています。ただ、新

てとりいれましょう。

能が低かったので休日夜間の呼び出

しい機器ですので、慣れるまでかなり

しはよくありました（笑）

混乱する事が予想されます。ご迷惑を

医療の現場から

そもそもSE（エスイー）とは、システ

▲ SE メンバー

院内SEとしての業務
院内システムの開発・保守運用やイン
フラの構築など、院内システムが不具

電子カルテリプレース

栄養管理室
管理栄養士
田川久美子
11月14日は世界糖尿病デー。増え続ける糖
尿病を予防、治療するために糖尿病につい
て考える日です。食事で積極的に取り入れた
いのは食物繊維。不溶性と水溶性があり、
前者は咀嚼回数を増やし満腹感が得やすく、

今回は、食物繊維を手軽に増やせる朝食メ
ニューを提案します。

●ポイント1
納豆は食物繊維だけでなく、良質の蛋白質

しくお願いいたします。

も豊富に含まれます。納豆をのせてトースト
すると納豆キナーゼ等の酵素群が失活し減

電子カルテを12月1日よりリプレースす

少してしまうので、納豆の栄養と生理機能性
を全部取り入れたいなら加熱せずに食べる
とよいでしょう。

●ポイント2

（株） ソフトウェアサービス
システムが切り替わる時は、 ガラケーからスマホに機種
変更をした時のように、 慣れない画面にどうしても混乱
してしまいます。 職員の方には事前にワーキング等でご
説明させていただきますが、 混乱が予想されるため、 導
入後もしばらくは常駐し対応させていただきます。

キャベツなどの淡色野菜に比べほうれん草
などの緑黄色野菜の方が、食物繊維量が多
く含まれます。冷凍カット野菜と電子レンジ
を活用し、 かさ を減らし、少ない塩分で味
▲ 左 手島康夫 右（株）ソフトウェアサービス
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後者は食後の血糖値上昇を緩やかにする働

おかけいたしますが、ご理解の程よろ

サポート体制
外部サポート SE 手島 康夫
（株） ソフトウェアサービスさんが新しいシステムを稼
働させるための作業を常駐して対応してくれています。
しかし彼らは長くても 1 月の中旬頃には引き上げてしま
うので、 その後の不具合の報告や、 運用して行く中での
要望などの橋渡しをさせていただくために、 病院さんと
業務委託契約をさせていただいております。

発信@

を感じやすくしました。

食物繊維を手軽に増やせるメニュー
【納豆のっけパン】2人分
5枚切り食パン
納豆
（45g）
付属のタレ
きざみのり

【作り方】
1枚
1P
1/2P
少々

【カット野菜×冷凍ほうれん草

①納豆を混ぜ、
付属のたれを半分いれてさらに混ぜる
②食パンに1をのせ、
きざみのりをのせる。
【 栄 養 成 分 】 1人 分
エネルギー 280kcal タンパク質 14.0g 脂質 7.5g
食物繊維 4.7g
塩分 4.7g

プラス1品サラダ】2人分

千切りキャベツ
80g 【作り方】
①耐熱皿またはボウルに冷凍ほうれん草を入れ、
ラップせずレ
冷凍カッ
トほうれん草
80g
ン
ジ500W、
2分加熱
し、
そ
こへ千切り
キ
ャベツ
を加え、
さらに
★ツナゴマドレッシング★
（作りやすい量）
30秒加熱する。
ツナ
（油漬）
70g
1缶
②Aをまぜて、
ドレッシングをつくる。
（ツナ缶は油も一緒にいれる）
ハーフマヨネーズ
大2
③1
を軽
く
絞り
、
2を半分入れて和え
る。
A すりごま
大1
濃口醤油
小1
【 栄 養 成 分 】 1人 分
エネルギー 100kcal タンパク質 5.5g
脂質 7.4g
砂糖
小1/2
食物繊維 2.2g
塩分 0.6g
※今回は半分使用します
黒こしょう

お好みで

