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第 11回 那賀病院市民健康フェスティバルを、令和元年 8月 24日（土）に開催
いたしました。天候にも恵まれ、600名を超える方々にご来場いただきました。 
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Ｑ．どのイベントが一番満足できましたか？

来年もみなさまにご参加いただけるように、より一層の素晴らしい企画を出来るようがんばります。
公立那賀病院患者サービス委員会

たくさんの方々にご来場い
ただきました。誠に有り難う
ございました。 
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当院は、平成 31 年 4 月 1 日に和歌山県から「認知症疾患医療センター」の指定を受けました。
このセンターでは、認知症についての相談や鑑別診断を中心に、かかりつけ医など地域の医
療機関と連携し、認知症をわずらうご本人および、ご家族の方への支援を行うことを目的とし
ています。

最近もの忘れが多くなった？家族の様子がどこか違う？など、どこに相談したらよいのかわ
からないときは、当センターへまずご連絡ください。専門の相談員（臨床心理士）がご相談を
お受けいたします。
認知症には、アルツハイマー型や脳血管疾患などの症状がありますが、軽度の場合は早期治
療を行うことで、現状と変わりなく生活できる方も多くいらっしゃいます。
長く自分らしい生活を送っていただくためにも早期発見・早期治療が重要になってきます。
当センターにおける受診の流れを以下にご紹介いたします。

認知症疾患医療センター受診の流れ

①相談：
まずは認知症疾患医療センター専用ダイヤル（0736-79-3310）へご連絡ください。
平日：月～金曜日 9：00 ～ 17：00 の間、専門の相談員（臨床心理士）がご相談をお受け
いたします。（匿名でのご相談も気兼ねなく相談ください。）

②紹介：
診察（鑑別診断など）を希望される場合は、かかりつけ医の先生からの紹介状（診療情報
提供書）が必ず必要です。診察をご希望の場合は、まず、かかりつけ医の先生にご相談く
ださい。

③診察予約：
紹介状がご準備できましたら、水曜日午前中の専門医（脳神経内科医師）による診察予約
をお取りいたします。かかりつけ医の先生から予約申込み頂きますと予約取得がスムーズ
です。また紹介状とは別に問診票が必要なため、認知症疾患医療センターよりかかりつけ
医の先生へご連絡を取らせて頂きます。

④事前面談・簡易認知検査
診察前に専門の相談員（臨床心理士）による事前面談・簡易認知検査をご本人および、ご
家族とさせて頂きます。

認知症疾患医療センターのお知らせ
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⑤診察：
専門医（脳神経内科医師）による診察・検査等を行います。

⑥診察後：
鑑別診断を行い、今後の継続治療が必要と診断された場合は、ご紹介頂いたかかりつけ医
の先生へお返事を行い、通い慣れた先生のもとで治療をして頂けます。

※鑑別診断の結果、入院治療が必要な場合は、他院への紹介も含めて対応させて頂きます。

公立那賀病院　認知症疾患医療センター
連絡先：0736-79-3310
平　日：月～金曜日 9：00～ 17：00（祝日、年末年始除く）
診察日：毎週水曜日 10：00～ 11：00（予約制）

いつもと違う？
家族の様子がどこか違う？
最近もの忘れが多くなった？
と感じたら、
お気軽にご相談ください。
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イチゴ保育所（公立那賀病院内保育所）
日中はまだ暖かさが残ってい
ますが、朝晩には肌寒ささえ感
じられるようになりました。
けれども、イチゴ保育所の子
どもたちは元気いっぱいお外遊
びでも汗をかきながら過ごして
います。
体調管理に気を付けて、遊び
の中で季節を感じたいと思いま
す。

社会福祉科は、医療ソーシャルワーカーが３名、事務員が１名所属しています。
私たちは、治療や入院に伴う不安や困りごとをお聴きし、社会福祉の立場からお気持ちの整
理や問題解決のお手伝いをしています。
例えば…
・医療費や生活費など経済的な不安があるとき
・退院後の生活や療養先について不安があるとき
・社会福祉制度や施設の利用などについて知りたいとき
・健康保険や障害年金などについて知りたいとき
・病気に対する不安や心配事があるとき
・その他、誰に相談してよいか分からないとき
などのご相談をいただいています。

ご相談を受けると、専門知識を生かして相談者からのお話を伺いながら、ご本人やその周囲
の状況を理解するように努め、相談者と一緒に何が問題となり、どうしたら解決していくこと
ができるかを考えていきます。また、問題解決のために活用できる福祉・医療サービスや公的
制度など（社会資源といいます）の情報提供を行い、必要に応じて福祉サービス関係者や医療
関係者と連絡・連携を行います。
入院中や通院中には、いろんな不安が頭をよぎります。そんな時は社会福祉科（本館 2階地
域医療室内）にご相談ください。

社 会 福 祉 科 のご 紹 介をしま す
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公立那賀病院広報委員会
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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）

令和元年9月に着任しました。
よろしくお願いいたします。

令和元年10月に着任しました。
よろしくお願いいたします。

令和元年9月末に退任しました。ありがとうございました。
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正職員
職種：理学療法士
募集人数：1名 
受験資格：既資格取得者、および令和2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。
　　　　　　　・資格免許証のコピー（既資格取得者）
 　　　　・卒業見込証明書（未資格取得者）
試験日：令和元年11月2日（土）　公立那賀病院　北別館1階　講義室
試験内容：専門試験、論文、面接
要項配布・申込受付：令和元年10月1日（火）～10月25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（404円切手貼付）してください。10月26日（土）消印有効。
採用年月日：令和2年4月1日付

パート職員
職種：ナースアシスタント（病棟）
時給：　900円～（日勤のみ）
時給：1,000円～（夜勤あり）　※別途夜勤手当の支給あり
詳細は総務課までお問い合わせください。

着任 退任・



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★ 栗栖医長★ 北（将）医員 上田医員★
３診 午前 中尾院長 那須医長 木村科長★ 那須医長★ 近藤名誉院長●
４診 午前 栗栖医長★ 北（将）医員★ 小池医員 川嶋医員
５診 午前 豊田医員

血液内科 １診 予約診 休　　診 休　　診 医大医師（午前・午後） 休　　診 休　　診 予約制
腎臓内科 １診 午前 北（浩）科長★ 医大医師★ 休　　診 北（浩）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 髙瀨医員 金井科長 小暮医員 金井科長 髙瀨医員
２診 午前 小暮医員★ 医大医師★ 医大医師★ 医大医師★ 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（一）副院長 平井（慶）医員 平井（一）副院長 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 内藤医長 中村科長 内藤医長 中村科長 玉置医員

脳神経外科
１診 午前 辻医監★ 平山科長★ 辻医監★ 辻医監★ 藤田副院長★
２診 午前 藤田副院長 照井医長 当番医 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★ 増田医員★ 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） 増田医員

リハビリテーション科 午前 当番医 当番医 医大医師 当番医 当番医

小 児 科

１診 午前 医大医師★（向井） 山家副院長★ 竹腰医員★ 竹腰医員★ 辻科長★ 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 辻科長★ 医大医師（武内）
（小児循環器） 山家副院長

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 瀧口医員 實森医員★ 帽子科長★ 帽子科長 瀧口医員★

火・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 帽子科長 帽子科長

２診
午前 西医監★ 瀧口医員 西医監★
午後 西医監 實森医員 西医監

3 診 午前 實森医員★ 瀧口医員★

泌尿器科
１診 午前 医大医師★ 峠科長★

休　　診
峠科長★ 西澤医長★

手術日：水 ･金曜日
２診 午前 峠科長 西澤医長 西澤医長 峠科長

眼　　科 １診 午前 医大医師 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

夕方（予約制）２診 午前 塔筋医員★ 塔筋医員 塔筋医員★ 塔筋医員 塔筋医員★
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

脳神経内科 １診 予約診 医大医師（午後） 休　　診 医大医師（午前） 休　　診 医大医師（午前） 予約制
緩和ケア外来 午前 休　　診 休　　診 休　　診 休　　診 内藤医長 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）

救 急 科

小池医員 木下科長 宮本医員 山添医長 那須医長
上田医員 木村科長 栗栖医長 中島医員
北（将）医員 北（浩）科長 房本医員

赤木医員

※ 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） 令和元年 10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


