
マンモグラフィ検査について
マンモグラフィとは、乳がんを診断する方法のひとつで、

乳房専用のレントゲン装置です。視触診にマンモグラフィ
を加えることで、ごく小さなガンも早期に発見できます。
当院のマンモグラフィ装置について
被検者の立場にたって、最小限の被ばくで負担の少ない

検査を実現したシーメンス社（ドイツ）製のマンモグラフ
ィ装置を導入しています。
世界最小レベルの低被ばく検査！
最新のデシタル受像システムを搭載しており、これまで

にない低被ばくで撮影ができます。
痛みの少ない圧迫機構！
マンモグラフィ検査では、乳房を圧迫し、薄く平らにして検査を行います。圧迫は

痛みを伴う場合もありますが、がんの早期発見にはとても重要です。
当院のマンモグラフィ装置は、個々の乳房に合わせて最適に圧迫を行なうしくみを

搭載しており、痛みを最小限に抑えながら精度の高い診断が行なえます。
３D（トモシンセシス）撮影とは
従来までは、乳房を挟んで撮影をした 1枚の画像（2D画像）で、診断しておりました。
この装置を導入することで、乳房のボリュームデータを用いた 3D（トモシンセシス）

撮影を行うことが出来ます。
トモシンセシスとは、Tomography（断層）と Synthesis（統一、合成）という意

味の言葉を組み合わせた、新しい断層技術です。
3D（トモシンセシス）の撮影方法
装置のヘッド部分（X線管）だけを動かしながら 25 回の撮影を行い、3Dのボリュ

ームデータを取得した後に、スライス画像（断層画像）を再構成します。
3D（トモシンセシス）のメリット
日本人女性の乳房には高濃度乳腺が多く、従来の２D画像では乳腺の重なりで隠れ

て見えなかった病変が、スライスすることにより確認することができます。
また、腫瘤の境界や不整な形などの確認も容易に行うことが出来ます。

3Dテクノロジー搭載　マンモグラフィ装置を導入しました

乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィ）装置
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当院の外来には、24 の診療科と中央処置室・救急室・血管造
影室・内視鏡室（胃カメラや大腸カメラ等）・化学療法室・透析
室があり、外来スタッフ（看護師・メディカルアシスタント）は、
多岐にわたる専門的な処置・検査・診察の介助に携わっています。
私たちは、皆様が病院に訪れた時に最初にお会いする医療スタ
ッフです。ご自身やご家族の病状に不安を抱えていらっしゃる
方々を温かくお迎えし、安心で安全な看護を提供するために日々
努力してまいります。

お困りのことがございましたら、外来スタッフにお気軽にお声をかけてください。

5ブロック 24 の診療科で専門的な処置、検査、診察を行っています。

内視鏡を使う検査（胃・大腸・肺など）が行われています。内視鏡技師免許をもつスタッフ
が安心して検査を受けられるように寄り添った看護を心がけています。

外 来

外来診察室

内視鏡室
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外来通院しながら“がん治療”を受けて頂けるよう安全で確実な治療を受けていただくため
の環境を整えています。がんの治療で起こる、さまざまな不安や悩みが少しでも軽くなるよう
に化学療法室スタッフ一同、お手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

救急外来を受診された患者様の症状をある一定の基準に従って選別し、診療の優先順位をき
めるシステムを取り入れています。これは、来院された患者様の医療の必要性、緊急性を迅速
に判断することを目的としています。患者様の症状によっては、診察順番が来院順番と異なる
場合がございますが、ご理解とご協力お願いします。

救急室

化学療法室

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染拡大防止対策と
して、サーマルカメラ（検温カメラ）を病院正面入口付近に設置
しています。
サーマルカメラは体表温度を測定することができますので、ご
自身の体温確認にご利用ください。
37.5 度以上の温度を感知した場合、フラッシュと警告音が作動
しますので、総合受付までお申し出ください。
なお、既に発熱や呼吸器症状のある方は、正面玄関入口の呼出
しブザーで係の者をお呼びください。

サーマルカメラ設置のお知らせ
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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、分娩体制を維持
することが困難な状況となり、令和 2年 9月末を以って、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。

院　長

分娩休止のお知らせ

区　分 内　容
分　　　　　娩 令和 2年 9月末を以って分娩を休止いたします。

妊　婦　健　診 分娩予定日近く（妊娠 32 週頃）まで、妊婦健診を行い、その後は、
分娩予定施設に紹介させていただきます。

婦人科　外　来
　　　　入　院
　　　　手　術
　　　　検　診

従来通り、継続して診療いたします。

・6/8 　花王プロフェッショナル・サービス（株）　様 ……花王製品詰め合わせ　
・7/8 　（株）HIRO　GARDENING　様  ……………………公立那賀病院内「光の庭」

Garden Art 「HIKARI no NIWA」を寄贈頂きました。

・8/5 　南海化学（株）　様 ……………………………………次亜塩素酸ナトリウム（消毒液）
・8/6 　阪口クリニック　様……………………………………医療用ガウン
・8/6 　資生堂　様………………………………………………手指消毒液・N95 マスク（医療用）
・8/20　株式会社　真永　様、紀陽銀行　様…………………車椅子 4台、点滴支柱台 1台
・9/2 　日立製作所　様…………………………………………フェイスシールド
・9/7 　カゴメ（株）　様 ………………………………………ラブレアルファ（乳酸飲料）

ご寄贈いただきありがとうございました

地域医療への感謝
および患者さんや病
院を訪れる方々に一
時の「癒し」、「安ら
ぎ」、僅かでも「喜び」
などを提供できれば。
との思いを込めて制
作して下さいました。
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着任・退任

お問い合わせ先　〒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）

産婦人科　　　　　　　城　　道久 Dr
呼吸器外科・胸部外科　房本　安矢 Dr

職
員
募
集
要
項

会計年度任用職員（パート職員）の登録募集中
【登録の有効期間】令和3年3月31日まで
【登録方法】当院ホームページからプリントアウトした「登録申請書」に記入し、総務課へ提

出してください。
【採用】新たに採用する必要や欠員補充の必要が生じた場合、登録していただいている方の

中から選考し採用します。

★報酬、勤務時間、各種保険への加入等は採用される職種や勤務条件等により異なります。
くわしくは、当院ホームページの募集案内を確認、または総務課までお問い合わせください。

橋本 彩 Dr

皮
膚
科

岩橋 尚幸 Dr

産
婦
人
科

西 貴弘 Dr

循
環
器
内
科

令和2年8月に着
任しました。
よろしくお願い
いたします。

令和2年10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9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）

新年度が始まってから早半年、あっとい
う間にもう 10 月ですね。
今年の酷暑にも負けず、子ども達は、毎
日元気いっぱい遊んでいます。
昼夜の気温差が大きくなる季節ですの
で、健康面には十分気を付けていきたいと
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）
▲：隔週  木曜日

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 川嶋医師
５診 午前 豊田医師◎ 古家医員 医大医師▲ 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 西（貴）科長 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 当番医 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 玉置医師

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★ 南医師
（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★ 武内医師（医大講師）
（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★ 濱田医員★ 實森医員★ 岩橋科長★ 岩橋科長★
金曜日：受付10時迄
手術日：火･金曜日

午後 實森医員 實森医員 岩橋科長

２診
午前 西（丈）医監★ 濱田医員 西（丈）医監★
午後 西（丈）医監 濱田医員 西（丈）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 橋本医員★ 橋本医員 橋本医員★ 橋本医員 橋本医員★
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 徳留医師（医大医師） 森副院長 上田医師（医大准教授） 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 松宮医師（医大）/
安武医師（医大）★ 休　　診 休　　診 休　　診 紹介患者のみ（予約制）

救 急 科

上田医員 木下科長 宮本医師（医大講師） 山添医長 那須医長
小池医員 木村科長 山口医長 栗栖医長
玉置科長 大澤医員 古家医員 中島医員
北医員 兵医員 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 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


