
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。
さて、2025 年頃にはおよそ 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75

歳以上という時代を迎え、社会保障財源が逼迫し医療が立ち行かなくな
る恐れがあると懸念されています。また、この問題に対処していくよう
公立病院の医療提供体系の改革も求められています。

今後、超高齢社会を迎えるにあたり、地域医療の在り方や質の確保は
さらに大きな課題となります。そのためにも、地域の医療機関 ･ 介護 ･ 福祉 ･ 行政等の連携が重
要であり、何よりも地域住民の皆さまのご理解とご協力が必要です。
「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ、という意味が込められている

とのことです。この新元号にふさわしく、那賀地域で皆さまが心を寄せ合い、慣れ親しんだこの
地で安心して生活を営んでいただけるよう、複雑化する医療ニーズに幅広く対応すべく、地域の
基幹病院としての役割を担ってまいります。

今後も、地域住民の皆さま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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新年明けましておめでとうございます。 「令和」初めてのお正
月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。

当院は、地域がん診療連携拠点病院、地域災害拠点病院などの
指定を受け、急性期医療を軸として、悪性腫瘍 ･ 心筋梗塞 ･ 脳卒
中 ･ 糖尿病 ･ 小児医療 ･ 救急医療 ･ 災害医療など多岐に亘り高度
な医療を提供しています。さらに、急性期から慢性期医療、介護
や在宅医療への移行の一助として「地域包括ケア病棟（５階北病
棟）」も併設しています。

また、臨床研修病院として若手医師をはじめ、看護 ･ 薬学 ･ 医療技術系学生の実習病院と
して、教育 ･ 人材育成にも注力しています。

当院の基本理念は、「地域住民から‘親しまれ、信頼される病院’を目指します。」であり、
自分の家族を安心して託せる医療機関を目指しています。そのためには、職員のモチベーシ
ョン維持も重要なことと考え、「働き方改革」が謳われる昨今、職場環境を整え、職員にと
って魅力のある病院構築を行って参ります。

医療を取り巻く環境は、依然厳しい中ですが、如何に状況が変化しようとも、地域の基幹
病院として確固たる方向性を持って進んで行きたいと思います。

今後とも社会に貢献できる病院を目指し、職員一丸となって精進して参ります。

公立那賀病院　院長
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公立那賀病院広報委員会

臨床工学技士は医療技術職スタッフの一職種であり、現在の医療に不可欠な医療機器のスペ
シャリストです。今後益々増大する医療機器の安全確保と有効性維持の担い手としてチーム医
療に貢献しています。

臨床工学技士制度が出来たのは比較的新しく、1987 年に臨床工学技士法が制定されました。
臨床工学技士になるには、3 年制の臨床工学技士養成専門学校または 4 年生大学を卒業するこ
とにより、臨床工学技士国家試験の受験資格が得られ、国家試験に合格して厚生労働省から免
許が与えられます。現在は約 30,000 人の臨床工学技士が全国で活躍しています。

臨床工学技士は ME（Medical Engineer）や CE（Clinical Engineer）と呼ばれ、医師の指示
の下に、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作及び保守点検
を行うことを業務としています。医療機器の進歩に伴い、医学的、工学的な知識を持つ専門職
が必要となったためにつくられた医療職です。

現在、当院では 8 名の臨床工学技士が、多職種との連携をはかり、患者さんに安全で良質な
医療技術が提供できるよう業務に従事しています。

・医療機器管理業務（当科登録数 4,500 台）
・人工呼吸器管理業務
・血液浄化・透析センター業務
・特殊血液浄化業務
・心臓カテーテル業務
・ペースメーカー外来
・手術室支援業務
・中央材料室管理業務

臨床工学科

職 場 訪 問
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こんにちは。今回は私たち３階南病棟のご紹介をさせていただきます。当病棟は、内科（消
化器疾患・糖尿病など）・腎臓内科（腎不全・人工透析など）・循環器内科（急性心筋梗塞・狭
心症・心不全など）を中心に、入院が必要とされる患者さまのケアを行っております。

急性期といわれる、緊急性が高い患者さまはもとより、慢性期に至るまで、様々な状態の患
者さまに対応しております。

内科疾患は治療期間が長期間に渡る患者さまも多くおられ、ご本人・ご家族の身体的・精神
的ご負担は計り知れません。病棟スタッフは、当院看護部の基本理念である、「愛ある看護」
を常に意識し、関わるよう務めております。

入院されている患者さまにとって、病棟や病室が生活の場となります。スタッフは、常にそ
れを支える存在でありたいと思っています。

また、那賀圏域の中核病院の病棟として、地域関係機関と連携を密にし、患者さまが安心し
て退院後生活できるための支援も行っております。
「３階南病棟で過ごしてよかったよ」と思っていただけるよう、思いやりを持って看護を提

供して参ります。

３階南病棟

当院では、令和元年 10 月 15 日より、病院を利用する皆様を対象に、病院
内で無料 Wi-Fi サービスを開始いたしました。

利用にあたり、病院が定める利用規約に同意していただく必要があります
が、外来の待ち時間等ぜひご利用ください。なお、利用方法については、院
内に掲示しておりますポスターをご覧のうえ、アクセスしてください。

公立那賀病院　無料Wi-Fi接続サービスのご案内
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那賀病院ボランティアに参加させていただき 19 年。最初は戸惑いもありましたが、現在は
ボランティア業務にも慣れ、案内をさせていただいています。現在高齢化が進み、来院する方
も年配の方が多く、患者さんが不安なく来診していただけるようお手伝いをさせていただいて
います。

はじめは、人様のお役に立てるのだろうか心配でしたが患者さんの
「ありがとう、助かりました。」

12 月 7 日（土）「第 18 回那賀地域医療ネットワーク連携会議」を開催致しました。
那賀医師会を中心とする近隣医師会の先生方との意見交換と交流の場として毎年開催してい

ます。今年度は、『地域医療の課題』をテーマとし、関連事項等について討論しました。

12 月 8 日（日）紀の川市主催の紀の川市防災総合訓練（市内各地の自主防災組織など 38 施設・
1,318 名が参加）に於いて、公立那賀病院 DMAT 隊員が『災害医療と DMAT』というテーマ
で災害時の医療等に関する講演を担当しました。参加者の皆さんは、熱心に聴講されていまし
た。

『那賀地域医療ネットワーク連携会議』を開催しました！（参加：68名）

『紀の川市防災総合訓練』に参加しました！

病院ボランティアからひとこと
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令和元年12月末に退任しました。ありがとうございました。

産婦人科 科長　　　帽子　英二Dr

着任 退任・

日頃より、公立那賀病院の運営につきまして多大なるご理解とご協力を賜り深く感謝申し上
げます。

さて、突然のことでございますが、近年の医師不足など諸般の事情により、産科診療体制を
維持することが困難な状況となり、令和 2年 9月末を以って、産科診療（分娩）を休止させて
いただくことになりました。

受診中の皆さまをはじめ、地域住民並びに関係機関の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたし
ますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、婦人科診療については、従来通り継続いたします。
院　長

「いつもピンクのエプロンでニコニコしてくれているので安心します。」
などと笑顔で言っていただいた時には、少しは喜んでもらえているのかなと思いました。何

も大それたことはしていないのですが、初診で病気やケガの不安を抱えてやってきた患者さん
に気軽に何でも尋ねてもらえるようなボランティアでありたいと思います。

産科診療(分娩)休止のお知らせ

区　分 内　容（予　定）

産　科　分　娩

令和 2年 9月末を以って休止いたします。
・受診中の方も『予定日により他院紹介』させていただく場合が

ございます。
・ご不明な点は、産婦人科にお問い合わせ下さい。

妊　婦　健　診 産婦人科にお問い合わせ下さい。
婦人科　外　来
　　　　入　院
　　　　手　術
　　　　健　診

従来通り、継続して診療いたします。



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 赤木医員

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★ 当番医★ 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 当番医

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 實森医員 實森医員★ 實森医員★ 瀧口科長 瀧口科長★

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 瀧口科長 實森医員 實森医員

２診
午前 西医監★ 瀧口科長★ 西医監★
午後 西医監 瀧口科長 西医監

3 診 午前 瀧口科長★ 實森医員★

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
臨床腫瘍科 予約診 休　　診 医大医師 休　　診 医大医師 森副院長 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 休　　診 医大医師 休　　診 休　　診 休　　診 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 安武医員

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2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


