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～　理　念　～

私たちは、地域社会に顆しまれ、信頼され、患

者さんも職員も元気が出る病院をめざします。

■●㌧：ヽご‾Y YY′叫ごて滑

～　基本方針　～

1急性期医療を基本に機能と特性を明確にする。

2患者さんの立場に立って、安全で質の高い医療を　蓼

3．透明性、公共性を保ち、地敬会と連雛密にし、‡
効率的に提供する。

地域から求められる病院にする。

第46号
患者さんの賂利と青務

1．千草に良質で適切な医療を受ける権利があります。
2．医療に際して十分な鋭明を受ける権利があります。
3．検査・治療等に際してそれを受ける事を自己の判断のもと承葛あ

るいは、亜香する権利があります。
4．医療のどの段階においても他の医師や医療塊関の意見を求める権利があります。

5．自己の病状について情報を得る権利があります。
6．自己の病状について個人的情報の秘密を守られる権利があります。
7．医療に関する昔碑を申し立てる権利があります。
臥　良質を医療を実現するために、自己の健康収愚に関する埼報を凰碑

に伝える骨務があります。
9．治療労を凰払う常務があります。
10．良好な療養生活を守るために、定められた鎗規則を守る奇務があります。
11．医師・肴壌坤や廃残峨兵の箱奇に飯う努務があります。

ーウイ0rmαtわれ一

令和4年4月1日付けで副院長を拝命しました虞瀬朱実です。

看護職の副院長は全国的に増えていますがまだまだ少ないです。それは、病院長は医

師、という病院法からも病院経営は医師の役割であると考えがあります。そのうえ看護

職のほとんどが、看護管理や経営よりも、患者や地域住民との直接のかかわりを重視す

る人が多いこともあり、看護職が病院経営に参画することが少なかったと考えます。しか

し、病院内では看護部が一番大きい組織であり、職員の半分以上を占め、診療報酬上も

重要な立場にあることで、病院経営の中での看護職の役割が大きいと考えられるように

なってきています。そのうえ、病院組織内や地域包括ケアシステムの中での看護職は多

職種との連携、調整の上では中心的な立場であることも大きいといえます。

副院長

虞瀬朱実

それらのことから看護管理教育の中にも経営に関する教育が重要視され、実際日本

看護協会が行っている認定看護管理者教育のでも、診療報酬や財務管理、経営分析など経営戦略等の授業もあ

ります。

副院長となると、これまでの看護部中心の思考から、病院全体を視野に入れた組織横断的な視点、思考、対応

などが迫られます。また、今まで以上に院内の多職種間の調整や連携に携わることが期待されます。

副院長は院長の補佐の役割がありますが、まだまだ川上院長先生はじめ英統括副院長、小倉副院長にご指導

いただきながら、また、事務部長、看護部長のお力添えをいただき、頑張っていこうと思います。今後とも、どうぞよ

一頭しくお願い↓ます○　場　　　画



（渇　～ご挨拶～

令和4年4月1日付けで看護部長に就任いたしました。みなさま、よろしくお願い申し上げます。

私は昭和58年4月に和歌山県立医科大学附属病院に就職し、小児看護とICU看護を経験したのろ、

和歌山県立高等看護学院で10年間教員として勤務しました。再び、附属病院に戻り、循環器内科、IC〕

など急性期病棟の看護師長を務め、平成24年からの10年間は医療安全管理者として、医療安全に取り

組んでまいりました。

このたび、緑あって済生会和歌山病院に入職し、緑あってと申し上げましたのは、私はこの建物で新人

看護師の時代を過ごし、たくさんの患者さんから看護の基礎を学ばせていただいたからです。私の看護

はここから始まり、今、また、懐かしい古巣に戻り、看護師としての初心に立ち返らせていただくという、幸

運に恵まれました。

しかしながら、コロナ禍で、医療はまだまだ大変な状況が続いております。面会制限などで患者さんや

ご家族の方々にご心労をおかけしていることに心が痛みます。救急で搬送され重篤な状況であったと

しても、今までのように多くのご家族の方に面会していただくことができません。患者さんやご家族の方

の不安な気持ちを少しでも和らげるよう、看護師一同頑張ってまいりますので、何卒、ご理解賜りますよ

看護部長

中山美代子
う、お願い申し上げます。

この数か月で、「地域と共に、和歌山と共に、これからも共に、済生会和歌山病院」というキヤ、ソチフレーズを合言葉に、地域社会に必

要とされ親しまれ、信頼され、患者さんも職員も元気が出る病院をめざして医療に取り組んでいらっしゃる医師、看護師をはじめ診療

技師（薬剤師や放射線技師、臨床検査技師、理学療法士など）、また、事務部門といったさまざまな職種の方々と出会うことができまし

た。私もその一員として、「済生会」の名を誇りとして頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

～骨密度チーム結成～

済生会和歌山病院では、令和4年4月より骨粗髭症リエゾンチームを発足いたしました。

本チームの目的は大腿骨近位部骨折、椎体骨折で入院された患者様の骨粗髭症治療の導入と継続を目的とします。上記の骨折は

骨租髭症が原因のことがほとんどで、寝たきりの原因となる怖い骨折です。骨相髭症は年齢を重ねれば誰にでも生じ得ます。骨粗髭

症が原因の骨折が一度生じると、二度三度と骨折の連鎖が起こりやすくなります。骨折を生じた際に更なる骨折を起こさないために

本チームのメンバーがお手伝いいたします。治療薬はもちろんのこと、骨折予防に重要な運動や食事療法など他職種による介入を行

い、重要性をお伝えいたします。



～感染防止対策室よりVOl．2－

軍苧禦上空響く〒聖．讐竺讐警撃竺軍竺誓、＿病院竺お竺至l
感染対策は重要です。今回当院の感染対策に対する取り組みについて一部ご

紹介させて頂きます。

1．感染制御チーム（lnfectionControITeam：lCT）

院内の感染管理を統括する感染対策委員会の実働部隊としてICTがあります。

ICTとして最も重要な役割は、現場への指導・相談・介入であると考えます。

【活動内容】

①lCTラウンド

lCTが現場を直接見て感染管理状況を把握し介入することで、感染対　l

策の実効性を高め、院内感染対策活動の質が向上することを期待し、

感染管理看護師佐藤　慎悟

過1回全病棟をラウンドしています。

メンバーは感染管理医師（以下ICD）専従感染管理看護師（以下ICN）を中心とし、薬剤師・臨床検査技師・放射線技師リハビ」

テーション技師・管理栄養士から構成されています。

様々な分野の視点から介入することで、より現場レベルの感染対策を講じることができると考えています。また日頃から他職種

と情報共有し、信頼関係を築いておくことで、アウトブレイク等の緊急事態においても動じず、一丸となって立ち向かえる、まさ

に一枚岩のようなチームを目指しています。

（∋lCTカンファレンス

月1国開催しています。薬剤耐性菌の件数、抗菌薬使用状況、手指衛生の遵守率など報告し、情報共有しています。また、各部

署での課題や提案に関しても議論しています。

2．感染対策リンクナース会

当院では感染対策委員会と現場のつなぎ役として、1CNを中心とし、各部署より選出された看護師12名からなる、感染対策リンクナ
ース会を組織しています。

院内感染管理の推進には、感染対策リンクナース（以下LN）の協力が不可欠であり、個々が自発的にアセスメントし、□一ルモデルと

なり活動することが理想であると考えます。そのためには、各LNが、感染管理に対し興味を持ち、楽しく活動できることが重要であ

ると考えます。

【活動内容】

（Dミニ勉強会

毎月感染対策リンクナース会議において、ICNによる15分間のミニ勉強会を実施しています。短時間で興味を引くような勉強

会を心がけています。

①各部署の環境ラウンド

毎月環境ラウンドチェック表を使用し、各部署が適切に感染対策を行えているかラウンドします。今まで気付かなかった自部署

の問題を理解し、改善することが出来ると期待しています。

③他部門の見学

今年度初めての試みですが、微生物検査室と中央材料室の見学を行いました。他部門の業務と感染対策の実際を知ること

で、連携を図りより効果的な感染対策を推進することができることを期待しています。



赴任のお知らせ～

整形外科

山東茂樹医師

整形外科

村上公英医師

∵竃i了「

消化器内科

田端康人医師

外科

出口真彰医師

腎センター

篠崎宏光医師

令和4年4月より和歌山ろうさい病院から済生会和歌山病院・整形外科に赴任して参りました山東茂樹と

申します。約8年ぶりに済生会和歌山病院に戻って参りました。
一般外科・関節外科・外傷等の診療にあたらせていただきます。

地域の皆様のお役に立てるよう頑張りますので宜しくお願いいたします。

専門領域：整形外科一般・関節

出身大学：帝京大学

卒　　業：2010年卒業

2022年4月より済生会和歌山病院整形外科に着任致しました村上公英と申します。

出身は和歌山県立医科大学で今までに、和歌山県立医大、紀南病院で勤務しておりました。一般整形外科、

脊椎外科を主として診療にあたらせていただきます。

至らぬところが多々あるとおもいますが、今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。

専門領域：一般整形・脊椎外科

出身大学：和歌山県立医科大学

卒　　業：2012年卒業

2022年4月より消化器内科に赴任しました田端康人と申します。

これまでは消化器疾患を中心に和歌山県内の病院で診療しておりました。

まだまだ至らぬ点もあるかと思いますが、日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

専門領域：消化器内科一般

出身大学：大阪医科大学

卒　　業：2014年卒業

2022年4月より着任しました出口真彰と申します。

坂出外科部長のもと、患者様と開業医の先生方から信頼・安心・満足いただける外科診療を目指して参ります。

至らぬ点も多々あるかと思いますが地域の皆様のお役に立てるよう日々精進して参ります。

今後とも宜しくお願いいたします。

専門領域二消化器外科一般

出身大学：和歌山県立医科大学

卒　　業：2010年卒業

2022年4月より着任しました篠崎宏光と申します。

昨年までは新宮市立医療センターにて慢性腎臓病などを中心とした腎臓病の治療、維持透析の管理に携

わってきました。当院でも血液透析導入を少しでも減らせるよう、また透析導入となった方には日々の生活を

少しでも楽しく過ごしていただけるよう努めて参ります。

至らぬ点が多々あるかと存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

専門領域：腎臓内科

出身大学：和歌山県立医科大学

卒　　業：2017年卒業

や



宰　令和4年4月からリウマチ膠原病科に赴任しました安武美紗生と申します。

上二れまでは和歌山県立医科大学附属病院を中心に、和歌山県内で膠原病疾患を診療しておりました。今年

妻度から済生会和歌山病院にリウマチ・膠原病科が新設されました。

・」引き続き地域の皆様のお役に立てるように努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

専門領域：リウマチ・膠原病

憲諾慧棋身大芸漂器豊科大学

」等」
脳神経外科

清水俊樹医師

2022年4月より脳神経外科に赴任致しました、清水俊樹と申します。

和歌山県立医大附属病院で2年間研修を行い、脳神潅外科に入局致しました。当院では3ケ月間という短い

期間ではありますが、脳神経外科領域およびその周辺疾患について、幅広く診療にあたらせて頂きます。

至らぬ点も多いかと存じますが、よろしくお願い申し上げます。

専門領域：脳神糧外科全般

出身大学：和歌山県立医科大学

卒　　業：2020年卒業

（～栄養管理料から季節のオススメレシピの紹介～

エネルギー：126kcal、

たんばく質：10．9g、塩分：1．4g

醤

プ・董
調味料；

A

しょうが汁………3ml

しょうゆ・・6g（小さじ1杯）

こしょう………‥少々

B

だし汁…………25ml

しいたけ戻し汁．…20ml

しょうゆ‥3g（小さじ半分）

鍵1．豚肉は、すじ切りをし、（A）の調味料につけておく。

職　2．キャベツは熱湯でさっと茹で、硬い芯はそぎ切りしておく。

聯3・干し椎茸はぬるま湯で戻す（戻し汁はおいておく）。戻した椎茸は軸を切り薄切りする。

●4・①の豚肉に片栗粉をま′SW。②のキャベツ2校を平らにおき、片栗粉をまぶした豚肉をうすく
●

作り方　せ
広げ、そいだ芯を置き巻いていく。

♯5．④の巻き終わりを下にしてバットに並へ（B）の調味料をかけ、干し椎茸をららし、15～20
1■

分蒸す。

鯵6・蒸し終わったあとは、食べやすい大きさに切り、残った蒸し汁に片栗粉（分量外）でとろみを
1■

つけた後、上からかける。

＿」　　1＿　。至…

仙
い
仙
－
㌔
・
げ

竺
定‥

　

g

‥
．
9

…

ス

…

ツ

一

章

…

ベ

　

ロ

　

椎

　

粉

笠
願
札
絹

1

／

　

　

■

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●

～



済生会和歌山病院外来診療予定表　　　　　（令和4年6月1日現在）

区　分 劍ﾈ��火 ��R�木 仞��

フ　ット　ケ　ア　外　来 劔%8��9h���2� �� ��

内 科 �9ﾉD�V��8�9>�怩��:�ﾋH��Y�Oﾂ�福田　咲子 舒)������ﾕ��英　　　　肇 傅ﾉ'(����|��英　　　　肇 

循　環　器　内　科 剩�@　正弘 禁煙外来（午後～） ��ﾂ�－ �ｨｧ�*�*(���wH�9�cH,ﾈ-ﾒ�����38�3X�?ｨｷ��h�｢�医大応援医師 
医大応援医師 儖iT����8ﾔ���ｨｧ���*�*(���

呼　吸　器　内　科 剄ｖﾘ　　陽 ��ﾂ�赤松　弘朗 俘)m�������w｢�－ 

リウマチ・膠原病科 劍�ﾂ�－ ��ﾂ�安武美紗生※13：00～ ��ｲ�

脳　神　経　外　科 劍�ﾂ�小倉　光博※1 傅ﾉ����ﾏYH��c��三木　潤一郎 �(x��ｫ�����c��38�3H�sX��｢�

三木　潤一郎 ��I�X���(��－ ��I�X���(��山家　弘雄 （第2週） 

消化器病 センター 大勝肛門 病センター 剌ﾁ化器内科 ��ﾈﾏｸ��楮ﾏr����c���c���ﾈ�"�田端　康人 ��ﾈﾏｸ��楮ﾏr�酒井　亮太 ��ﾈﾏｸ����楮ﾏr�

田端　康人 

外科（消化器） 偬�ｸ���顯(�c"�－ 俥)68��ﾔH讓�c"�－ ��:���ﾖ閲(�c"�

心　臓　血　管　外　科 劔9(ﾞ�������高垣　有作 （リンパ浮腫） �9(ﾞ�������上松　耕太 �9(ﾞ�������
中西　靖佳※6 劔9(ﾞ�������

整　　形　　外　　科 劔�ﾈ�8����繒�川上　　　守 ��h��ｫ8���b�川上　　守 ��ﾂ�
村上　　公英 伜(ﾞ�����ﾎR�伜(ﾞ�����ﾎR�山乗　茂樹 

橋本　光司 伜(�h��l韵r���ｨ�8��ﾏh���星野　晃虞 
星野　晃廣 刹ｴ本　光司 ��ﾂ�

人工関節センター 劍�ﾂ�－ ��ﾂ�山崎　　悟※4 ��ﾂ�

リハビリテーション科 劍�ﾂ�ー ��ﾂ�石田　和也※5 ��ﾂ�

目　鼻　咽　喉　科 劔Y�69���I��3H�3Y���｢�－ 仞�����W碓ﾈﾆ"�－ ��ﾂ�
脇谷雄一朗鷹1，3題） 

宵　セ　ッ　タ　ー 劍�ﾂ�篠崎　宏光 ��ﾂ�岡本　昌典 ��ｲ�

眼　　　　　　　　　科 劔~冦���吠Oﾂ�松下　　愛 ��ﾂ�若山　典子 俑�ｸ�����耳ｵ��
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※1脳神経外科小倉光博医師（火・水・木）の外来では一般診療に加え、専門外来（三叉神経痛・片側顔面麻痩・

舌咽神経痛・ものわすれ外来）を行っております。
※2外科一般診療に加え、大腸肛門外来を行っております。

※3皮膚科山本有紀医師（水曜日）は皮膚外科専門外来の為、予約診のみとなります。

※4人工関節センター山崎悟医師（木曜日）は15：00～予約診のみとなります。

※5リハビリテーション科は13：00～15：00となります。

※6心臓血管外科中西靖佳医師（月曜日）は13：00～15：00となります。

診察　日＝月～金曜日

受付時間＝午前8時30分～午前11時（但し、予約患者はこの限りにあらず／火・木整形外科川上は8＝30～15：00）

休診　日＝土・日・祝祭日（年末年始）
面会時間＝月～金曜日　午後2時～午後7時土・日・祝祭日　午前10時～午後7時

∴．＿；

和歌山病院　ぶらくり

J／
′

空　　　軍

瀬　　　白

雨　　　浜

済生会澤口歌山病院

ホームページQRコード

ご紹介の際は、患者さんの待ち時間短縮の為にもご予約をお取り

下さいます様お願いいたします。

●JR和歌山駅から和歌山バス約10分「京橋」

蚕●南削歌山両駅から和歌山／闇勺5分「京橋」
lC　　下車、徒歩すく

地域医療連携室 
TEL（073）424－5186　FAX（073）424－5187 


