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第46回市民公開講座開催

※詳細につきましては8月の
　折り込みチラシに掲載します。

公立那賀病院市民健康フェスティバル実行委員会事務局
℡：0736-77-2019　(平日9：00～17：00）
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臨床検査科は心電図・肺機能検査・聴力検査などの生理機能検査以外では直接、患者さまと
接する機会はありませんが、生体機能に関わる様々な検査を行っています。以下に当科の行っ
ている検査を列挙いたします。

臨床検査科の業務
検体検査
　・生化学検査
　・血液・凝固検査
　・感染症免疫検査
　・尿・穿刺液検査
　・血液型・輸血検査
細菌検査
　・塗抹培養同定検査
　・薬剤感受性試験
　・遺伝子検査
病理検査
　・病理診断検査
　・細胞診検査
生理機能検査
　・心電図検査
　・肺機能検査
　・聴力検査
　・脳波検査
　・超音波検査

科学技術の発展に伴い、検査手法も日進月歩しています。
当科では、様々な管理条件を設定し、測定機器のメンテナンスや
測定手法の研鑽による精度管理を行っています。

臨床検査科

診 察 室 訪 問
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人工透析には「血液透析」と「腹膜透析」があり、月・水・金曜日は午前と午後、火・木・
土曜日は午前に血液透析を行っています。現在、当院では腹膜透析は行っていません。
透析装置が 20 台、腎臓内科医師 2名体制のもと看護師、臨床工学技士が協働し、約 50 名の
透析患者さまの治療に関わっています。
糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎などで腎不全になったとき、腎臓の働きを代行してくれるの
が人工透析です。ただ、人工透析だけでは代行が完全にできないため、患者さまの自己管理（食
事・服薬・運動）が大事になってきます。
人工透析は週 3回 4～ 5時間を透析濾過装置に血液を通すことで、余分な水分や老廃物を除
去していきます。長時間ベッド上でいるため体位を変えながらTVを見たり、眠ったりして過
ごされています。
又、リハビリ科のアドバイスを頂きながら、ADL（日常生活動作）の低下を防ぐため、透
析中に個別にリハビリも行っています。
血液検査やレントゲンで透析効果の評価や全身状態の管理を行い、月 1回のフットケアでは
足病変の評価や処置、指導をスタッフ全員で取り組んでいます。
他施設で維持透析をされている患者さまが入院治療を必要とする際は、当院の「地域医療室」
にご紹介頂き、その上で転院の受入をさせて頂いています。高度な治療が必要な場合には近隣
の高次医療機関をご紹介させて頂いております。

今後も地域連携を図りながら地域住民の皆さまから信頼されるよう努力して参ります。
変わらずのご支援とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

透析室のご案内
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平成 31 年 4 月 1 日（月）新入職員オリエンテーションの一環として、消火器操法実習を行
いました。（那賀消防本部から、水消火器を借用し実施しています。）
日頃よく見かける消火器ですが、「操作して下さい！！」となると、触ったことがなく、操
作手順が分からない・・・。
「いざ！！」という時のための必要不可欠な重要な実習となっています。

令和元年 5月 25 日（土）第 45 回那賀地区市民公開講座を開催いたしました。
今回のテーマは「がんのことを知ろう」と題しまして、加齢による筋力の低下、肺がん治療
の進歩、乳がんについて講演させていただきました。
多くの皆さまのご来場、誠にありがとうございました。

開催日：令和元年 5月 25 日（土）　場所：紀の川市役所南館 4階　ホール田園
参加者：223 名

消火器操法実習報告

市民公開講座開催報告
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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）

イチゴ保育所（公立那賀病院内保育所）
日差しが強くなっても、イチゴ保育所の子どもた
ちは元気いっぱい様々な遊びに夢中です。
お外では、ボール遊びやかけっこ。
お部屋では、魚釣りやお絵描きをして楽しんでい
ます。『お魚さん涼しい？』と言って遊んだり、ボ
ールプールに入ったりと今から水遊びや、プール遊
びが待ち遠しい子どもたちです。

令和元年7月に着任しました。
よろしくお願いいたします。

令和元年6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：臨床検査技師　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9月1日（日）　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7月1日（月）～8月23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。8月24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：看護師　　時給：1,300円～
職種：病棟ナースアシスタント　時給：  900円～（日勤のみ）
　　　　　　　　　　　　　　時給：1,000円～（夜勤あり）
 ※詳細は総務課までお問い合わせください。
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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 那須医員 木村科長★ 那須医員★ 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 休　　診 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 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 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 那須医員
上田医員 木村科長 栗栖医員 中島医員
北（将）医員 北（浩）科長 房本医員

※ 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 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


