
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、現在地域医療を取り巻く環境は、人口減少等の社会環境の変化に
加え、新型コロナウイルス感染症が流行するなど大きく変貌してまいりま
した。また、ごく近い将来、医療と介護の需要が急増することで社会保障
財源が逼迫し、医療が立ちいかなくなるといったことが懸念されており、
社会環境の変化にも順応できる病院運営が求められています。
このような状況の中、地域において必要な医療を確保し継続的に提供するためには、病院におけ
る健全な経営基盤の確立が必要不可欠です。診療収入の確保や経費節減など経営基盤の安定化と効
率化を図るとともに、あらゆる状況に迅速かつ適切に対応し、より良質な医療確保に努めていかな
ければなりません。
今後も、あらゆる機会をとらえて医療機関・介護・福祉・行政等がより一層連携し、地域の皆さ
まに寄り添い、安心・安全な医療を提供する心のかよった地域の基幹病院としての役割を担ってま
いります。
公立那賀病院の理念である「地域住民から親しまれ、信頼される病院」として、これからも職員
一同、全力を尽くしてまいりますので、地域住民の皆さまの変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお願
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

中
な か

村
む ら

 愼
し ん

司
じ

管理者挨拶

新春を迎え、地域住民の皆さまにはご健勝のことと改めてお慶び申し
上げます。
医師になり三十有余年、これほど医療現場が翻弄され、頭を抱える事
態に遭遇したことはありません。医療だけでなく、あらゆる産業、世界
中の人々の生活に混乱をもたらしています。
このような中で当院の振り返りですが、昨年 10 月から医師不足によ
り「分娩休止」を余儀なくされ、大変にご不便をおかけ致しているとこ
ろです。一方では、和歌山県立医科大学「血液内科」の専門医による外

来診療が開始されました。また、患者さんやご家族に安心して入 ･退院していただくことを目的と
する「入 ･退院支援センター」を開設すべく、予約入院（手術や検査など）が決まった患者さんを
対象として、入院日以前に治療方針や手術内容の説明を行ない、さらに患者さんの身体面 ･精神面
･社会面の情報を多職種で評価 ･判断し、退院後の療養環境整備 ･福祉制度や介護サービスの利用
などの提案を試行的に運用開始しました。
地域住民の皆さまの命と健康を守る自治体病院として、政策医療（感染症 ･救急 ･小児医療など）
にも引き続きしっかり取り組んで参ります。
基本理念である「地域住民から親しまれ、信頼される病院」に向かって、今年も活気とチームワ
ークで邁進して行きたいと祈念しております。
今後益々のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

公立那賀病院　院長
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院長挨拶
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4 南病棟は、消化器外科・泌尿器科・小児科を主とした混合病棟です。
今回は外科で入院・手術することが多い【大腸癌】の治療の一環である、【人工肛門：ストーマ】
についてご紹介します。

その名の通り大腸に発生する癌で、癌ができる場所によって
①上行結腸癌　②横行結腸癌　③下行結腸癌　④S状結腸癌
⑤直腸癌　
などがあります。
癌の出来た部位や重症度によって、手術方法は変わりますが、
手術によって人工肛門をつくる場合があります。

人工肛門とは、私たちの体に備わっている腸を使って、お腹
の表面に新しく便の出口を作ることです。
では、どんな時に人工肛門にする必要があるのでしょう？
＊腸に癌ができ、肛門を残せないくらい切り取る必要がある
とき
＊腸が詰まり、便を外に出さないとパンクしてしまうとき
＊腸に穴が開いて、そこに便を通さないようにするとき
＊腸を手術して繋げた部分に、便が通らないようにするとき
＊腸に炎症が起きる病気で、炎症が強く、治る見込みのない
ときなどです。
※その人によって人工肛門の位置は変わります。
また人工肛門を作って、元々ある肛門を切り取る場合と、切り取らない場合があります。
癌の出来る場所によっては、一時的に人工肛門を作って、症状が落ち着いてから再度手術し
て人工肛門を閉じることもあります。

人工肛門は、便を出す働きのみで、便を溜めておくこと、便をしたいという感覚や我慢する
ことはできません。便は人工肛門専用の袋をお腹に貼って管理します。
定期的にトイレで便の処理を行うことと、週 2～ 3回のペースで袋の土台を張り替えします。
基本的には食事・運動・入浴など、特に制限はありません！人工肛門のトラブルをなくし、
生活の質を保つ工夫など、入院中に私たちがアドバイスを行います。

４階 南 病 棟 だより

大腸癌とは･･･

人工肛門（ストーマ）とは･･･？？

人工肛門になると生活はどう変わるの
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患者さんが困らないように人工肛門の取り扱いや生活指導など丁寧に説明を行い、安心して
退院していただけるよう、全力でサポートいたします！
≪外来相談窓口≫
当院では毎週金曜日、『ストーマ外来』を行っています。
人工肛門に関する問題や困ったことがあればいつでもご相談
下さい！！

令和 3年 1月 18 日（月）に「腎臓病教室」を当院で初開催させていただくこととなりました。
現在、国内に慢性腎臓病をかかえる方は 1,000 万人以上おられ、国民病といっても過言では
ありません。その腎臓とは一体何をしている臓器なのでしょうか。また腎臓病になった場合、
生活面ではどのような対策をとればよいのでしょうか。医療従事者だけでなく患者、ご家族さ
まにも腎臓の役割や病気について理解していただき、より良い医療、更にはより良い人生を提
供できる一助になればと我々は思っております。本来であれば、大勢の方々に会場にてご参加
いただきたいのですが、昨今の事情を踏まえると密はできる限り避けるべきだと考えます。そ
こで新たな試みとして那賀病院よりYouTube での生配信（LIVE 配信）を行うことにいたし
ました。
公立那賀病院ホームページにて、「公立那賀病院公式チャンネル内の腎臓病教室」で公開予
定です。是非とも、視聴いただければと思います。

腎臓病教室を開催します！！（令和3年1月18日）

 

第１回腎臓病教室 
 
 

日程：令和 3 年 1 月 18 日（月） 

時間：午後 2 時〜3 時 30 分 

（LIVE 配信） 

医師・薬剤師・栄養士・理学療法士の各分野から

腎臓病を有する方にむけての勉強会です。是非、

ご参加ください。 

「腎臓病教室」
こちらから覗い
てみて下さい！

※令和 3年 1月 18 日（月）より公開予定です。
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入館される全ての方に、サーマルカメラにて検温を実施して
います。
お手数ですが、検温のご協力をお願いします。
設置場所：平日時間内：正面玄関入り口
　　　　　夜間・土日祝日：時間外入り口（警備員室窓口）
また、入館の際には必ずマスクの着用をお願いします。

入館時の検温実施について

このたび、中尾大成院長が令和 2年度救急医療功労者として県知事表彰を受賞しました。

和歌山県知事より表彰して頂きました！（令和2年9月9日）

新型コロナウイルス（COVID-19）に対する院内感染防止の対策として、入院患者様への面
会を禁止とさせていただきます。
入院患者様を感染症から守るため、来院の皆様にはご不便をおかけ致しますが、ご理解とご
協力の程宜しくお願い申し上げます。
ただし、下記のような場合は面会可能です。

★　対象の方は、1階入館申し込み受付（平日時間内）又は、警備員窓口（夜間・土日祝日
等の時間外）にて、『入館許可証』の発行申請を行って下さい。

※病棟へは、入館許可証の着用のある方のみ出入り可能です。お渡しした入館許可証は、す
ぐに着用していただきますよう、ご協力お願いします。

入院患者様への面会禁止（制限）及び入館許可証の発行について

◎病院から来院をお願いし、来院されたご家族様（2名様まで可）
◎洗濯物等の荷物の受け渡しのご家族様
（面会時間内　平日　14 時～ 19 時　土日祝日　10 時～ 19 時　1名に限り、15 分以内）
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着任・退任

内　　科　　小池　諒 Dr
整形外科　　夏見　勇多 Dr
脳神経外科　照井　慶太 Dr

職
員
募
集
要
項

正職員
職種：診療放射線技師
募集人数：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（既資格取得者）
 　　 　・卒業見込証明書（未資格取得者）
 　　 　・成績証明書（未資格取得者）
試験日：令和3年2月6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3年1月4日（月）～1月29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。1月30日（土）消印有効。

採用年月日：令和3年4月1日付（応相談）

会計年度任用職員（パート職員）の登録募集
申込受付期間：令和3年1月4日（月）～1月29日（金）※受付期間終了後も随時受付します。
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。（郵送可）
登録の有効期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日
採用：新たな採用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。
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令和3年1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12月末に退任し
ました。ありがとうござ
いました。

退任医師

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　TEL0736-77-2019（代表）



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★ 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★ 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
午後 中村科長 中村科長

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 平山科長

整形外科

１診 午前 曽根勝医員 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） 曽根勝医員★

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 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★

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 西澤医長★ 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（医大病院教授） 森副院長 予約制
緩和ケア科 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

田本医師（医大医師） 木下科長 宮本医師（医大講師） 山添医長 那須医長
上田医員 木村科長 栗栖医長
玉置科長 山口医長 北医員
大澤医員 古家医員 中島医師
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3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


