
当院では、院内感染対策委員会（ICC）を設置しており、その委員会の中で、院内

感染対策チーム（ICT）、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）が活動しています。メ

ンバーは感染制御の資格をもつ、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務員など

の多職種で構成されています。

ICTは、主に院内感染の発生を未然に防止する活動をしています。当院は第二種

感染症指定医療機関に指定されており、地域の医療機関や岩出保健所と協力して対応

しています。

ASTは、薬剤耐性菌を増やさないために、抗菌薬（抗生物質）を適正に使用する

ように介入・助言をおこないます。薬剤耐性菌の増加は世界的な問題です。現状のま

までは、将来的に薬剤耐性菌が原因の死者数は、がんで亡くなる死者数を上回ると試

算されています。政府も薬剤耐性（AMR） 対策アクションプランとしてこの活動を

推進しています。

現在、新型コロナウイルスの流行中のため、面会は原則禁止とさせていただいてお

ります。また、外来受診される方におかれましても、付き添いの方は最小限にしてい

ただき、玄関入り口での発熱の有無をチェックさせていただいております。ご不便を

おかけして誠に申し訳ございませんが、院内感染を防ぎ、入院患者さんを守り、病院

の機能を維持するためにも、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

当院の感染対策の取り組みについて

今年度に開催を予定しておりました「那賀病院市民健康フェスティバル」は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、誠に勝手ながら開催を中止させていただくこ
ととなりました。

「那賀病院市民健康フェスティバル」中止のお知らせ
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取り扱う疾患：腎臓内科全般、血液浄化・透析加療
公立那賀病院腎臓内科は、平成 25 年 4 月に開設されました。現在は、常勤医 2名体制で診
療にあたっており、慢性腎臓病（CKD）と急性腎障害（AKI）ともに対応いたします。健康
診断での検尿異常（尿たんぱくや尿潜血）、腎炎、ネフローゼ症候群といった腎疾患、保存期
CKDからの透析導入、そして血液透析や腹膜透析の管理と幅広くカバーしております。

・外来診察は月曜日、火曜日、木曜日に行っております。
・透析業務は月曜～土曜日にかけて、我々腎臓内科医師に加えて看護師、臨床工学技士のワ
ンチームで行っております（月・水・金は午後透析も行っております。現在、夜間透析は
行っておりません）

我々腎臓内科医 2名は、令和 2年 4月から当院へ赴任となりました。今までの先生方が作り
上げてきた那賀病院腎臓内科を引き継いだのですが、過去の挨拶を参考にしようと平成 26 年
の那賀病院だよりを拝見したところ腎臓内科が紹介されていました。最後には以下のように書
かれておりました。
『他診療科はもちろん、看護部や臨床工学科とも連携し、引き続き血液浄化療法の充実によ
り病院全体の治療のレベルアップを目指します。』
この文言を引き継ぎ、患者さまにより良い医療を提供できるよう精進いたします。

病院食は、医師の指示に基づき、『日本人の食
事摂取基準（２０２０年版）』に沿ったもので、
一般治療食、特別治療食（糖尿病・腎臓病・心
臓病・肝臓病・膵臓病等の病態に合わせた食事や
手術後の消化能力に合わせた食事など）を、そし
ゃく（噛む）や嚥下（飲み込む）の力に合わせた
食形態に調整を行い、個人のアレルギーや禁止食
にも対応し、安心・安全で治療効果の上がる食事
の提供を目指します。
また、令和元年 7月 1日より、調理については

腎臓内科 /血液浄化・透析センター

栄養科

診 療 科 のご 案 内

日本糖尿病療養指導士、
和歌山地域糖尿病療養指導士、
病態栄養専門管理栄養士、
栄養サポートチーム専門療法士、
がん病態栄養専門管理栄養士、
摂食嚥下リハビリテーション栄養
専門管理栄養士などの資格を活か
し業務にあたっています。
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全面業務委託となりました。当院管理栄養士と
委託調理スタッフが毎日「昼礼」を行い、連絡
を密にして取り組んでいます。
入院時に管理栄養士が、すべての患者さまの
栄養アセスメントを行い、入院中の治療に影響
が及ぶような低栄養や嚥下障害、腎不全、糖尿
病など栄養改善が必要な場合は、多職種連携で
栄養管理に取り組みます。
また、退院後も栄養管理の継続を目指し、必
要な栄養情報の提供や他施設との栄養連携を行
っています。
さらに今後は、入院前からの栄養状態把握に
も関わっていきます。
管理栄養士による、外来・入院・訪問栄養指
導は毎日。糖尿病透析予防指導は医師・看護師
と一緒に毎週水曜日、予約制で行っています。

委託業者は、「味と真心で社会に奉仕
する」を経営理念に掲げ、日々患者さま
に美味しく、安全な食事を召し上がって
いただけるように心掛けております。清
潔な環境を維持し、真心をこめて料理を
作っていますので、ご愛顧の程よろしく
お願い致します。

配膳前の栄養士チェック

嚥下調整食のおせちお正月の行事食

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

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。
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新型肺炎流行に伴い、当院でもその対応に日々奮闘しております。そのような中、企業様、
有志の皆様から『感謝・激励の意を込めて』と、寄贈品やメッセージカードを頂戴し、誠にあ
りがとうございます。
今後とも那賀エリアの感染拡大防止と終息に向けて、職員一丸と
なって業務に当たって参ります。
★令和２年４月２４日（金）
・JA紀の里　様　寄贈品：『N95 マスク（医療用）』
★令和２年５月７日（木）
・トオケミ（株）　様　　寄贈品：『レインコート（防護服として）』
・和歌山県病院協会　様　寄贈品：『サージカルマスク』
★令和２年５月 8日（金）～ 6月 9日（火）　延べ 10回
・季節料理　福太郎　他　地元事業主の有志ご一同　様
　寄贈品：『お弁当』
・藤桃庵　様　寄贈品：『ジェラート』
・（株）ファイブワン　じゃばら本舗　様　寄贈品：『じゃばら飴』、『じゃばらグミ』
★令和 2年 5月 8日（金）
・和歌山ヤクルト販売株式会社　様　寄贈品：『ヤクルト』、『医療用マスク』　
★令和２年５月１３日（水）
・伊藤園　和歌山支店　様
　寄贈品：『おーいお茶（ペットボトル）』、『おーいお茶（ティーパック）』
・京セラ（株）京セラドキュメントソリューションズ（株）様　寄贈品：『フェイスシールド』
★令和２年５月１５日（金）
・岩出ロータリークラブ　様
　寄贈品：『ボタニカルエイド 99.9（除菌・抗菌剤）』
★令和２年５月２０日（水）
・南海化学（株）　様　寄贈品：『次亜塩素酸ナトリウム（消毒液）』
★令和２年５月２７日（水）
・岩出ロータリークラブ　様　寄贈品：『アルコール手指用消毒液』、『防護服』
・（株）ファンケル　様　寄贈品：『マイルドクレンジングオイル』
★令和２年５月２８日（木）
・（株）大塚製薬工場　様　寄贈品：『OS-1（ペットボトル）』、『OS-1（ゼリー）』
・ネスレ日本（株）様　寄贈品：『チョコラボ』、『KitKat』
★令和２年６月５日（金）
・日本コカ・コーラ（株）　様
寄贈品：『コカ・コーラ』、『アクエリアス』、『ジョージア（コーヒー）』、
『綾鷹（お茶）』、『いろはす天然水』

★令和２年６月９日（火）
・岩出ロータリークラブ　様　寄贈品：『手術用ガウン』
★令和２年６月１６日（火）
・日立製作所　様　寄贈品：『フェイスガード』
★令和２年６月１７日（水）
・岩出ロータリークラブ　様　寄贈品：『アルコール手指用消毒液』

ありがとう
 ございました

ご寄贈いただきありがとうございました （順不同）

JA紀の里　様

岩出ロータリークラブ 様

季節料理　福太郎 他
地元事業主の有志ご一同 様
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着任・退任

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）

循環器内科　前田　和績Dr
　　〃　　　高橋　千都Dr　
　　〃　　　稲垣　雅男Dr

職
員
募
集
要
項

正職員
職種：薬剤師・臨床検査技師　募集人数：各1名 
受験資格：既資格取得者、および令和3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または、卒業見込み証明書
試験日：令和2年8月22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2年7月1日（水）～7月31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、8月1日（土）消印有効。返送用封筒を同封（404円切手貼付）してください。
採用年月日：令和3年4月1日付（早期入職可能な方は応相談）

パート職員
職種：事務員（医事課）　募集人数：若干名 
受験資格：資格等不要、未経験者でも可
勤務体系：週5日（月～金）7時間勤務（短時間希望応相談）
申請書類：登録申請書（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。
面接：随時（登録申請書を郵送して下さい。面接日を調整します。）
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家　美
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昭
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 Dr

内
　
科令和2年7月に着

任しました。よ
ろしくお願いい
たします。

新任医師
令和2年6月末に退任しま
した。ありがとうござい
ました。

退任医師

イチゴ保育所
（公立那賀病院内保育所）

暑さも日々増していき、本格的な夏もすぐそこま
で来ているようです。
日課となっている朝顔やゴーヤの水やりを始め、
水遊びが楽しくなるこの頃、体調に気を付けながら
暑い夏を楽しく過ごしていきたいと思います。



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
◎：第2・4週  月曜日
午後1時〜（予約制）

２診 午前 木村科長★ 小池医員★ 栗栖医長★ 北医員 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★ 北医員★ 小池医員 川嶋医員
５診 午前 豊田医員◎ 古家医員 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 大澤医員★ 医大医師★ 休　　診 玉置科長★ 休　　診

循環器内科 １診 予約診 休　　診 医大医師 医大医師 医大医師 医大医師 予約診のみ

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★ 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★ 兵医員★ 木下科長★ 山口医長★
２診 午前 木下科長 山口医長 山添医長 椿原科長 当番医
3 診 午前 当番医

呼吸器外科 胸部外科 1 診 午前 平井（一）副院長 房本医員 医大医師 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 平山科長

整形外科

１診 午前 夏見医員 三宅科長（関節） 窪田科長（脊椎） 当番医★ 増田医員
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） 夏見医員★

４診 午前 木下医監
（関節・ﾘｳﾏﾁ） 木下医監 木下医監

（地域・紹介新患）
木下医監

（骨粗鬆症）
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 神﨑医員★ 山家副院長★ 竹腰医員★ 神﨑医員★ 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） 竹腰医員 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★ 城科長★ 實森医員★ 實森医員★ 城科長★
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 實森医員 實森医員 實森医員

２診
午前 西医監★ 城科長 西医監★
午後 西医監 城科長 西医監

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 医大医師 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（午後） 予約制
臨床腫瘍科 予約診 森副院長 徳留医員（医大） 森副院長 上田医員（医大） 森副院長 予約制

緩和ケア外来 午前 休　　診 休　　診 休　　診 休　　診 土橋医員 予約制
リウマチ科 1 診 午前 休　　診 松宮医員/安武医員★ 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 山口医長 栗栖医長
玉置科長 大澤医員 赤木医員 中島医員
北医員 兵医員 古家医員

※ 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 7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


