
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
平素より公立那賀病院の運営に対しご理解とご協力を賜り、

深く感謝申し上げます。
近年、地域医療を取り巻く環境は大きく変貌しつつありま

す。ごく近い将来、医療と介護の需要が急増し、社会保障財源
が逼迫して医療が立ち行かなくなるといったことが懸念され
ていますし、医師や看護師をはじめとするマンパワー不足も深
刻です。こうした課題をどう乗り越えていくか、医療提供体制
のあり方がクローズアップされています。

待ったなしの状況にある中を、公立那賀病院は「親しまれ、信頼される」という
理念に基づいた病院運営に日々研鑽しているところでございます。しかしながら、
現状での那賀病院は、救急医療体制の改善充実、周産期医療体制の改善充実、小児
医療体制の改善充実、医療人材の養成・確保など、差し迫る課題も抱えてございま
す。時には厳しいお叱りやご苦言をお受けすることもございます。真摯に承り、課
題の一つひとつに職員一丸となって全力で取り組んで参ります。

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

公立那賀病院
経営事務組合　管理者
紀の川市長
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明けましておめでとうございます。
新しい年を迎え皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申

し上げます。
さて、『医療の質』とは、｢医術｣ ｢環境｣ ｢人間関係｣ とい

う 3 つの要素で構成されます。｢医術｣ とは、病の人を 1 日
も早く、日常生活に復帰できるよう導く力であり、医師だけ
でなく職員の総合力です。｢環境｣ とは、建物などの療養環
境（ハード）と運用手段（ソフト）です。病む人が療養する

環境としてふさわしいか？職員が働きやすいか？無駄はないか？常に見直しが必要
です。｢人間関係｣ とは、患者さんと職員、職員同士の信頼関係です。特に大切な
のは、自分のことより先ず相手のこと思う心を大切にしていくことです。これらが

『医療の質』の源であると思います。
日本が超高齢社会に突入し、医療界全体が大きな変革を余儀なくされている昨今、

当院が地域医療のニーズに敏感に対応し、提供する医療体制がどのように変わって
も『医療の質』を担保し、病院理念である「親しまれ、信頼される病院」を職員一
丸となって創りあげていく所存です。

地域の皆さま方には、どうぞよろしくお願い申し上げます。

公立那賀病院　院長
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【はじめに】
私たち外科スタッフ一同は、安全で質の高い医療を地域

住民のみなさんに提供し、「親しまれ、信頼される外科」
を目指しています。

当科は日本外科学会指定関連施設、日本消化器外科学会
認定施設であり、和歌山県立医科大学第 2 外科（消化器外
科・小児外科・内分泌外科・内視鏡外科）の関連施設です。

日本外科学会、日本消化器外科学会の指導医、専門医な
どの資格を有する常勤医師 5 名で診療を行っています。

【診療内容】
胃がん・大腸がん・肝がん・膵がんなどの悪性疾患、胆石症・鼠径ヘルニア（脱腸）などの

良性疾患の治療を行っています。
悪性疾患、良性疾患ともにガイドラインに則った標準治療を原則とした上で個々の患者様の

病状に応じた個別化治療を行っています。糖尿病や心疾患など種々の基礎疾患を持った患者様
には各診療科と連携して外科治療を行っています。

【腹腔鏡手術について】
当科では低侵襲（キズが小さく身体の負担が少ない）な

腹腔鏡手術を積極的に導入しています。大腸がんや胃がん
に対しては根治性を確保した上で腹腔鏡手術を行っていま
す。胆石症や鼠径ヘルニアはその大半を腹腔鏡で手術して
います。腹腔鏡手術は、通常の開腹手術に比べて内視鏡手
術特有の技術と経験が必要ですが、当科では日本内視鏡外
科学会技術認定医が中心になってチーム医療を行っていま
す。

今後さらに地域住民のみなさんのニーズに応えられる様な医療を提供できるように一層精励
致します。

外 科

診 察 室 訪 問
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10 月 20 日（土）院内災害対応訓練を実施しました。和泉山脈の和歌山県側山麓を震源とす
る直下型地震（震度 6 強）を想定しての訓練です。前回同様に「発災」から院内の「災害本部
立上げ」までの職員の流れを主とした訓練を行いました。今回で 8 回目となりますが、毎回終
了後の参加者アンケートから課題を見つけて改善していくことで、少しずつレベルアップして
います。

10 月 28 日（日）岩出市内数ヵ所
で地域防災訓練が実施されました。
当院の DMAT2 名（医師 1 名 / 調
整員 1 名）が根来小学校会場に講師
として参加し、東日本や熊本震災時
の実体験談や避難所生活での諸注意
事項などについて講話しました。

10 月 14 日（日）県消防学校（和歌山市加太）
に於いて、津波災害対応実戦訓練が実施されま
した。当院の DMAT5 名（医師 2 名 / 看護師 2
名 / 調整員 1 名）が参加しました。和歌山県南
方沖を震源とするマグニチュード 9.1 の南海ト
ラフ巨大地震が発生し、県内で震度 7 から 5 強
の揺れを観測したという想定で行われ、県・警
察・消防・自衛隊・海上保安庁・国土交通省な
ど、およそ 45 の機関が参加しました。

院内災害対応訓練を実施

岩出市地域防災訓練に参加

津波災害対応実戦訓練に参加

DMAT活動報告
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日　時：平成 31 年 2 月 16 日（土曜日）
　　　　　開場　午後 2 時　開演　午後 2 時 30 分～ 3 時 30 分
会　場：ホテルいとう　4 階　鳳凰の間
演　題：「正しく知ろう 食物アレルギー そのしくみと対策」
講　師：社会医療法人黎明会　北出病院
　　　　アレルギー小児科　医師　島津　伸一郎　先生
主　催 : 那賀医師会
　　　☆予約不要。無料。皆さまのご参加をお待ちしています。

12 月 1 日（土）那賀地域医療ネットワーク会議を開催しました。例年那賀医師会の先生方
を中心に、近隣の開業医や医療機関の先生方との意見交換の場として実施しています。今回は

「多職種がかかわる地域の医療」をテーマとして活発な討論が行われました。

第44回那賀地区市民公開講座のご案内

第17回那賀地域医療ネットワーク会議を開催（参加71名）

10 月 25 日（木）当院から「2 号消火栓操法部門」「消火器操法部門」各 1 チームの計 2 チー
ムが参加しました。両部門とも『準優勝』という素晴らしい成績を収め、立派なトロフィーを
頂戴致しました。

第17回那賀防火管理協議会消防操法大会『ダブル受賞』
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お問い合わせ・お申し込み先　〒649-6414　和歌山県紀の川市打田1282
公立那賀病院　総務課　TEL 0736-77-2019（代表）

職
員
募
集
要
項

イチゴ保育所（公立那賀病院内保育所）
明けましておめでとうございます。朝夕の寒暖差

に体調を崩しがちになりますが、イチゴ保育所の子
どもたちは寒さにも負けず元気いっぱい。お天気の
日にはお散歩に出かけ季節の変化を感じたりかけっ
こなど遊びを通して笑顔あふれる毎日を過ごしてい
きたいと思います。

正規職員
採用職種：事務員、社会福祉士　採用人数： 各1名
受験資格：【事務員】平成31年3月に高等学校以上を卒業見込みの方または既に卒業されている方
　　　　  【社会福祉士】既資格取得者、および平成31年春の国家試験により資格取得見込み

の方
試験申込書類：・申込書（専用用紙）※公立那賀病院ホームページからダウンロードできます。

・卒業見込証明書（卒業見込みの方）
・【事務員】卒業証書のコピー（既卒業者・最終学校のもの）
・【社会福祉士】資格免許証のコピー（既資格取得者）

試験日：【事務員】一次試験　平成31年1月26日（土）9：00～
二次試験　平成31年2月16日（土）　一次試験合格者のみ

　　　 【社会福祉士】平成31年2月16日（土）
試験内容：【事務員】一次試験　教養試験、論文　二次試験　面接
　　　　 【社会福祉士】専門試験、論文、面接
要項配布・申込受付：【事務員】平成31年1月4日（金）～1月18日（金）

【社会福祉士】平成31年1月4日（金）～2月1日（金）
　受付時間　9：00～17：00（土日祝日を除く）　北別館3階　総務課
　郵送の場合は、返送用封筒同封（392円切手貼付）してください。
　【事務員】1月19日（土）消印有効　  【社会福祉士】2月2日（土）消印有効
採用年月日：平成31年4月1日付

パート職員
採用職種：看護補助（夜勤可能な方）　採用人数：若干名
時　　給：1,000円（ただし採用から数カ月は日勤のみ900円）
採用職種：外来診療補助　採用人数：1名
時　　給：850円
※詳細は総務課までお問い合わせください。



月 火 水 木 金 備　考

内　　科

１診 午前 近藤名誉院長● 中尾院長 近藤名誉院長● 上田医員 中尾院長

●：糖尿病新患
２診 午前 木村科長★ 小池医員★ 栗栖医員★ 平田医員 上田医員★
３診 午前 中尾院長 那須医員 木村科長★ 那須医員★ 近藤名誉院長●
４診 午前 栗栖医員★ 平田医員★ 小池医員 川嶋医員
５診 午前 豊田医員

血液内科 １診 午後 休　　診 休　　診 医大医師（午後） 休　　診 休　　診 予約制
腎臓内科 １診 午前 北医員★ 岩谷科長★ 休　　診 岩谷科長 休　　診

循環器内科
１診 午前 前田科長★ 高橋医長★ 医大医師★ 稲垣医長★ 医大医師★ 禁煙外来：金曜日

午後（予約制）２診 午前 高橋医長 前田科長 稲垣医長 医大医師 医大医師

呼吸器内科
１診 午前 土橋医員★ 金井科長 小暮医員 金井科長★ 土橋医員
２診 午前 小暮医員 佐藤医員★ 医大医師★ 佐藤医員 医大医師★

外　　科
１診 午前 椿原科長★ 山添医長★ 森副院長★ 木下科長★ 宮本医員★
２診 午前 木下科長 宮本医員 山添医長 椿原科長 森副院長

呼吸器外科 胸部外科 1 診 午前 平井（慶）科長 平井（一）医員 平井（慶）科長 検診（午前） 乳腺外科（予約制）
手術日：月・水・金
曜日午後乳腺外科 2 診 午前 中村科長 中村科長 玉置医員

脳神経外科
１診 午前 辻副院長★ 平山科長★ 辻副院長★ 辻副院長★ 照井医長★
２診 午前 照井医長 照井医長 医大医師 平山科長

整形外科

１診 午前 北裏医員 三宅科長（関節）窪田科長（脊椎） 当番医★ 木下副院長
（骨粗鬆症）

２診 午前 当番医 当番医 当番医 当番医

３診 午前 三宅科長★ 窪田科長★ 藤木医員★ 南医員
（関節・リウマチ） 北裏医員★

４診 午前 木下副院長
（関節・リウマチ） 木下副院長 木下副院長

（地域・紹介新患） 藤木医員

リハビリ 午前 当番医 当番医 当番医 医大医師 当番医

小 児 科

１診 午前 医大医師★（上田）山家診療部長★ 竹腰医員★ 竹腰医員★ 辻医長★ 専門外来：午後
（予約制）

腎臓外来（月1回）
水、または金曜日
神経外来（月1回）
第2月曜日

２診
午前 辻医長★ 医大医師（武内）

（小児循環器） 山家診療部長

午後 アレルギー外来 新生児健診
ハイリスク児予防接種 アレルギー外来

産婦人科

１診
午前 吉村医員 嶋本医員★ 帽子科長★ 帽子科長 吉村医員★

金曜日：受付10時迄
手術日：火･金曜日
妊婦教室：水曜日午後

午後 帽子科長 嶋本医員 帽子科長 帽子科長

２診
午前 西医監★ 實森医員 西医監★
午後 西医監 吉村医員 西医監

3 診 午前 實森医員★

泌尿器科
１診 午前 医大医師★ 峠科長★

休　　診
峠科長★ 小倉医長★

手術日：水 ･金曜日
２診 午前 峠科長 小倉医長 小倉医長 峠科長

眼　　科 １診 午前 休　　診 医大医師 休　　診 医大医師 医大医師
受付 10 時迄

コンタクトレンズ外来
第3金曜日午前11～12時

耳鼻咽喉科
１診 午前 湯浅科長 湯浅科長 湯浅科長★ 湯浅科長★

手術日：月・木曜日
2 診 午前 宮前医員★ 宮前医員 宮前医員 宮前医員★

皮 膚 科
１診 午前 米井科長 米井科長★ 米井科長★ 米井科長★ 米井科長 学童外来：水 ･金曜日

午後3～4時（予約制）２診 午前 鎗山医員★ 鎗山医員 鎗山医員★ 鎗山医員 鎗山医員★
麻 酔 科 １診 午前 （ペインクリニック外来：休止中） 術前診察のみ

放射線科
１診 午前 休　　診 榁木科長 休　　診 休　　診 榁木科長

紹介患者のみ
2 診 午前 川口医長 川口医長

神経内科 １診 予約診 医大医師（午前・午後） 休　　診 医大医師（午前） 休　　診 休　　診 予約制
緩和ケア外来 午後 休　　診 休　　診 休　　診 休　　診 土橋医員 予約制
リウマチ科 1 診 午前 医大医師 紹介患者のみ（予約制）

※ 月～金曜日（診療時間/午前9時～午後5時　受付時間/午前8時～午前11時）診療科によって異なる場合がございます。詳細は備考欄をご覧ください。
※ 電話による問い合わせ/午前8時30分～　TEL.0736-77-2019（土/日/祝日休診） 平成31年1 月1日

※　新患診の表示（★）のない日については、当日の患者数・症状等により担当医が決まります。
※　当日の混み具合等により、新患担当医以外の診察になる場合があります。
　　また、新患担当医は再来（予約）患者さまも併診しているため、新患診に時間を要する場合がありますのでご了承下さい。
※　初診時に紹介状をお持ちでない方は、別に選定療養費として １，５００円が必要となります。
※　急患等により予約時間どおり診察が出来ない場合がありますのでご了承下さい。

公立那賀病院外来診療日程


