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竹内医院

診療科　
内科、小児科

院長　竹内　伸也

たけうち  い  いん

●院長からのメッセージ●院長からのメッセージ
　当院は大正11年、祖父が御坊横町で開業。祖父が若くして亡くなっ
たため一時途絶えていましたが、昭和 22 年、樺太での抑留から帰
還した父が由良にて開業。昭和 60 年 8 月、父の医院を継承、開業
後もう 32年 ( 丁度人生の半分 )経ちました。
　開業当時は、夜 8 時まで診療、また町内 3 医院のみでの休日当番
医体制等、今とは比べ物にならないくらい忙しかったように記憶し
ますが、地域の夜間休日診療体制の充実のおかげで随分楽になりま
した。今後も体力・気力の続く限り微力ながら地域医療に貢献した
いと考えております。

●国保日高総合病院に期待すること●国保日高総合病院に期待すること
　日高病院には、いつも本当にお世話になり有難うございます。
　当地域の基幹病院として、医師・スタッフの皆様はもちろん、医療・
診断機器の充実は心強い限りです。また、地域医療連携室の設立以降、
外来診療・入院の依頼がFAX一枚でスムーズに行え、誠に有難く思っ
ております。
　今後とも何かとお手数かけることが多いかと思いますが、何卒よ
ろしくお願いいたします。

(２)

午前9:00～ 12:00

午後4:00～　6:30

月 土金水火 木

※木、土曜日は午前診のみ　　日曜、祝祭日は休診



事務長就任挨拶

(３)

　平成 29年 4月 1日付けで事務長に就任いたしました　畑　忠良と申します。
　日高総合病院に勤務して 32 年間、臨床検査技師としてその専門分野で知識と技
術の向上を目指し、医師に患者さんの臨床検査データを正確に迅速に提供すること
を最優先に従事してまいりました。
　事務職という慣れない分野でどこまで自分を高め、日高総合病院が地域の中核病
院としてその存在価値を高められるか、求められることをどれだけ、また どこま
で出来るか、非常に不安でもあり、何から手を付けて良いかわからず戸惑うばかり
の状況です。
　昨今、医療を取り巻く環境は非常に厳しく、人口減、後期高齢化社会に対応した
医療、介護の連携が必須と考えます。日高地方の 4 病院、多くの診療所、老人・
介護施設を、地域ネットワークで結び、理想的な地域包括システムが構築できるよ
う貢献したいと考えています。
　今年度から看護部長も代わり副看護部長も2名体制とし、事務長・次長・庶務課長・
用度課長・医事課長も皆新しく、心機一転して、非常にきびしい病院経営・病院運
営を、微力ではございますが、日々精進を重ねていく所存でございます。
　何分にも経験不足であり若輩者でございますので、皆様のご協力とご指導をいた
だき住民の、とりわけ構成市町の皆様の命と健康を守るため、ならびに職員の皆様
の健康と家族の生活を重んじ、働きやすい職場を作っていくよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

事務長　畑　忠良

　平成 29 年 4 月より国保日高総合病院看護部長に就任いたしました小松香世美と
申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
　今年の 4月、日高看護専門学校を卒業した第 1期生を含む総勢 33 名、過去に経
験したことのない新人を迎え入れました。また 6 月には、看護師不足の折に閉鎖
した病棟を再開致します。このような年に看護部長の任を頂いたことを大変光栄に
感じるとともに責務の重さを感じております。
　前看護部長は多くの問題に取り組まれ実現して下さいました。私の使命は、前部
長の思いを継承し、「看護の質の向上」を図り、再稼働した病棟を軌道に乗せること、
そして病院内での看護に留まらず、皆様の地域に出向いて病院と皆様を繋ぐ役割を
担うべく、看護活動を拡大していきたいと思っております。
「人材は財」であり、人と人とのふれあいを大切に人材育成にも力を入れ、一人ひ
とりの看護師がやりがいや達成感を感じ、患者家族、地域の方々から信頼を得られ
るような看護部を目指します。職員スタッフの声に耳を傾け対話を大切にしながら、
いきいきと働きやすい職場環境づくりを共に考え、より一層よいものにしていきた
いと思います。
　これからは、皆様に支えていただきながら、「国保日高総合病院は、私たちの病院」
と言っていただけるように、看護部そして国保日高総合病院をより一層盛り上げて
いきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

看護部長就任挨拶 看護部長　小松　香世美



(４)

日高看護専門学校　第1期生卒業！全員看護師国家試験合格！

　平成 26年 4月 10日、第 1期生 40名が入学。
　平成 29年 3月 1日、第 1期生 40名が全員卒業。
　平成 29 年 3 月 27 日、看護師国家試験合格発表の日。午後 2時、教職員全員がパソコンの前に
待機し、緊張と不安の中発表を見守りました。　40 名全員合格！　教員は、来校していた卒業生
と手を取り合って喜びあい学校は歓喜の渦となりました。第 1期生の快挙です！
　学生、教員とも重責を果たせたという安堵感。3年間の苦労が報われた瞬間でした。
　日高看護専門学校は、日高地方の看護師不足を解消するために設立された経緯があります。そ
のため、常に地域の人々の注目の的となり、関心を寄せていただいてきました。また実習病院等
関係機関の方々からの 1期生卒業に寄せる期待は絶大なものでした。
　そんな中、1 期生 40 名は誰一人欠けることなく頑張ってくれました。新設校のため、相談する
先輩がいない、教員以外の情報が少ない状況下でプレッシャーを感じながら不安も大きかったと
思います。
　そして教員もまた教育経験のない教員 1 年生がほとんどでした。学生指導をするにあたっても
すべてが初めて、前例のないところからのスタートでした。毎日試行錯誤の連続でしたが、教育（共
育）とは、「教員も学生と共に学び、共に育っていくこと」を実感した 3 年間でした。教員は学生
に鍛えられ、育てられ、そして自信をもらいました。この貴重な経験はこれからの日高看護専門
学校の看護教育のまさに土台になるのだと思います。
　時期は 5月半ば、4月に入職した新人看護師は、研修期間も終える頃ではないかと思います。
　新人看護師の離職がいわれる中、本校の卒業生には離職することなく、地域に定着し看護の担
い手として活躍してくれることを期待しています。今後は、各病院での現任教育において引き続
き看護師として育てていただくことを願っています。
　学校としてもできる限りの応援をしたいと思っています。その一環として、今年 8月には、ホー
ムカミングデイを計画しています。
　ちょっぴり成長した卒業生との再会を今から楽しみにしています。
　今年も 4月 6日、第 4期生 40名の新入生を迎えました。
　教職員一同新たな気持ちで看護師養成に力を注ぎ、学生と共に成長していきたいと思います。
　もちろん今年も看護師国家試験全員合格を目指して！

日高看護専門学校
　副学校長　　鳴尾　悦子
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小児科
医師

4 年ぶり、3 回目の日高病院になります。よろしくお願いし
ます。

五嶋　文彦整形外科
医師

趣味：模型
頑張りますのでよろしくお願いします。

宮本　選

産婦人科　
医師

精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

南條　佐輝子循環器内科　
医師

趣味：テニス、スポーツ
平成 29年 6月より循環器内科に勤務させて頂くことになりました。
心血管ドッグの新設に携わらせて頂いています。地域医療に
貢献できる様がんばりますので、よろしくお願いします

寺口　郁子

薬剤部　
薬剤師

ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、力になれるよう
努力しますのでよろしくお願い致します。

山本　健太郎

2 階病棟　
看護師

趣味は音楽鑑賞と YouTube を観ること。特に洋楽が好きで
よく聴いてます。和歌山看護専門学校出身の 1年目です。
よろしくお願いします。

引網　菜名

2 階病棟　
看護師

音楽鑑賞や映画鑑賞が好きです。この病院の一員として頑張っ
ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

梶原　由貴2 階病棟　
看護師

趣味…音楽鑑賞、遊び
なぎ看護学校から来ました。よろしくお願いします。

山本　恭也

2 階病棟　
看護師

趣味　美味しいもの食べに出掛ける事
特技　絵を描くこと
社会人として初めてのことばかりで色々と至らない点があるか
もしれませんが、宜しくご指導下さいますようお願い致します。

竹本　真梨

第二内科　
医師

卒後 4年目でまだまだ知識も経験も少ないですが、
精一杯努めさせて頂きます。

山本　怜佳精神科　
医師

趣味は読書です。御坊で過ごすのは初めてですが、
精一杯頑張りたいと思います。

安田　香澄

画像診断センター　
診療放射線技師

趣味：映画、海外ドラマ、マンガ一気読み
特技：ダンス
ひとこと：社会人頑張ります。

下中　藍

2 階病棟　
看護師

K－POP 好きです。よくライブも行ってます。よろしくお願
いします。

川瀬　文香 3 階病棟
看護師

一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。

石橋　佳奈

3 階病棟
看護師

日高看護専門学校 1 期生の芝田です。趣味は音楽を聴くことと
歌うことです。最近気になっていることは酵素ジュース作りです。
分からない事ばかりですが、一日でも早く自立できるように努力
していきたいと思います。これからよろしくお願いします。

芝田　悠香3 階病棟
看護師

少し内気な性格ですが、患者・スタッフの方々に頼りにされる
看護師を目指しています。よろしくお願いします。

榊　健一郎
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4 階病棟　
看護師

趣味：野球、バス釣り
看護師として一生懸命頑張っていきたいです。

前西　伸次

5 階病棟　
看護師

頑張りますのでよろしくお願いします。

杉浦　七恵

地域包括ケア病棟　
看護師

バレーボールや梅の手伝いをしていたので体力はあると思い
ます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

丸山　詩乃

地域包括ケア病棟　
介護福祉士

この度、介護福祉士として地域包括ケア病棟で勤務させてい
ただくことになりました。よろしくお願いします。

生戸　和佳奈

5 階病棟　
看護師

趣味：バドミントン
ひとこと：笑顔を心がけ、患者さんや家族さんにも笑顔になっ
てもらえるよう頑張っていきたいです。

深瀬　法子

地域包括ケア病棟　
看護師

特技はバレーボールです。早く仕事に慣れるように頑張りた
いと思います。

丸井　絢

7 階病棟　
助産師

趣味は本を読むことです。皆さんよくしてくれるのでありが
たいです。頑張ります。

三木　たまみ

4 階病棟　
看護師

趣味：音楽鑑賞　特技：特にありません
ひとこと：少しずつ経験を重ね、日高病院で活躍できるよう
頑張ります。よろしくお願いします。

川口　日佳理

4 階病棟　
看護師

趣味：ゴルフ、バドミントン、料理等
ひとこと：少しでも早くひとり立ちできるよう努力します。
よろしくお願いします。

中出　嵩仁

5 階病棟　
看護師

患者さんやスタッフとのコミュニケーションを充実させ、よ
りよい看護ができるよう経験を積んでいきたいです。

砥嶋　里花

地域包括ケア病棟　
介護福祉士

まだまだ至らないことばかりですが、頑張っていきますので
よろしくお願いします。

平井　愛美

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味：音楽を聴くこと。買い物
今はまだ覚えることが多く大変ですが、看護師としての知識
や技術を習得し、1 日でも早く戦力になれるように、日々勉
強しながら頑張りたいです。

竹本　未来

5 階病棟　
看護師

先輩ナースの技術を参考にして看護技術を修得していきたいで
す。まだまだ知識、技術、体力が足りない看護師ですが、よろ
しくお願いします。

福田　健人

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味：ネットサーフィン、音楽鑑賞、読書、ゲームなど
好きな物：ラーメンなど
ひとこと：現在、先輩看護師さん達につき、補助して頂きながら看護の技術等を
確認していただいています。早く一人前の看護師になれるように頑張りたいです。

玉置　康祐

4 階病棟　
看護師

趣味：裁縫　特技：特になし
ひとこと：少しずつ技術を修得できるようこれから頑張って
いきたいと思います。よろしくお願いします。

楠原　慈味

4 階病棟　
看護師

趣味はお菓子作り。特技は特にありません。宜しくお願いし
ます。

三橋　加奈
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精神 2階病棟　
看護師

趣味　釣り、読書、スノーボード
よろしくお願いします。

刑部　正人

庶務課　
事務員

高校までサッカーをしていました。また始めたいと思ってい
るので誘っていただけると嬉しいです。事務員として精一杯
頑張りますので、よろしくお願い致します。

西尾　竜平

医事課　
事務員

趣味　読書 (ジャンルは様々 )
スポーツが好きで体力には自信あります。毎日が勉強、1 日
でも早く仕事を覚えたいです。

西川　瑞人庶務課　
事務員

趣味：カラオケ、テニス
地域の方々のために、一生懸命働きます。

下村　健太

用度課　
整備

趣味：音楽鑑賞 (古い音楽が好きです。特にﾋﾞｰﾄﾙｽﾞのファ
ンです。)
特技：料理 (レパートリーは少ないですが…)、テニス
平成 29 年 6 月 1 日より皆さまと一緒に働かせて頂くこ
とになりました。今は中央材料室にて洗浄・滅菌業務に
従事しております。一生懸命努力したいと思いますので
よろしくお願い致します。

末吉　克幸

手術室・中央材料室　
看護師

趣味 : ゲーム　特技：料理　
ひとこと：一日でも早く勤務先の力になれるように頑張りま
す。

廣畑　彩椰

手術室・中央材料室　
看護師

1 日も早く皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、
どうぞよろしくお願いします。

石橋　佳織

外来 2階
看護師

4 月に入職し、5 月から約 1 年間院外の研修に行きます。院
内で関わらせて頂くことがあまりないかもしれませんが、よ
ろしくお願いします。

濵田　智江

手術室・中央材料室　
看護師

趣味：サッカー　特技：お菓子作り

山中　悠暉

7 階病棟　
看護師

ドライブやスポーツをする事が好きです。よろしくお願いし
ます。

﨑山　真樹子

7 階病棟　
助産師

他院で 5 年間勤務したのち、こちらでお世話になることにな
りました。7 階は混合病棟でわからないことも多いので、ま
た 1 から勉強させてもらいながら頑張っていきたいです。ど
うぞよろしくお願いします。

宮﨑　翠7 階病棟　
助産師

趣味：旅行、ピアノ、料理　　特技：UFOキャッチャー
一生懸命頑張ります。

三木　飛果理

7 階病棟　
看護師

休日は買い物とドライブすることが好きです。

井ノ口　真莉愛
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　形成外科と聞いてみなさんまず何を思い浮かべるでしょうか？聞いたことはあるけれど、
どんな病気を治すのか、良く分からないという方が多いと思われます。それは、形成外科が
眼科、耳鼻科、泌尿器科などの身体の場所（部位や臓器）別の診療科ではないことが理由の
ひとつだと思われます。また、和歌山県では形成外科を標榜している病院が少なく、和歌山
県立医大に形成外科が開設されたのも平成 27 年 7 月からと歴史がとても浅く、あまり馴染
みのない科であることも理由のひとつだと思われます。ここで形成外科について簡単ではあ
りますが、紹介させていただきます。
　形成外科とは、生まれつきや加齢、事故、手術などで生じた異常や変形に対し、機能だけ
でなく形態的により美しくする外科学であります。主な疾患としては顔面骨折、指の切断、
手術の傷痕などの外傷、皮膚がんやほくろ、ケロイドなどの腫瘍、口蓋裂や小耳症などの先
天異常のほか、乳がん手術後の乳房再建、顔面神経麻痺の改善などがあります。すなわち、
頭から手足の先（爪）まで、あらゆる身体に生じた外表の変形に対して、様々な手技を用いて、
患者さんの「心」や「性格」を変える科です。
　今回、日高総合病院にも平成 29 年 5 月から週 1 回ではありますが、形成外科を開設しま
した。当科では、粉瘤・脂肪腫などの良性腫瘍を中心に診察手術を行っております。また局
所熱傷や傷跡などの診察も行っております。御坊日高地方の患者さんの悩みを解消できるよ
うに努力していきたいと思っております。形成外科で治療を受けた方々が、笑顔で再び社会
生活に復帰してゆく姿を見ることが、形成外科を専門とするわたしたちの最高の喜びです。
何か気になることがあれば一度形成外科受診をおすすめします。

和歌山県立医科大学附属病院
形成外科　教授　朝村　真一

形成外科とは？

第 5回院内研究発表会

　平成 29 年 2 月 7 日第 5 回院内研究発表会が本院講堂で開催されました。この学術会は、
看護部門、コメディカル部門、事務部門の研究を対象とします。各分野の学会、職能団体で
発表した研究等を本院で発表、討議し、職員それぞれの職能分野における資質向上を目的と
し年 1回開催されるものです。
　今回は、口頭発表・5 題　ポスター発表・17 題の発表があり、たくさんの方にお集まりい
ただき大盛況のうちに終了しました。参加者は 153 名でした。

職員研究・業務改善学術会
コメディカル部門　委員　　山田　和寿
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　2014年 4月当院に循環器内科が開設され、同年10月から循環器内科の常勤医師が5名（本
年度より 6 名、内 3 名は循環器専門医）となり、集中治療室、心臓カテーテル室を整備する
と共に大動脈バルーンパンピング（ＩＡＢＰ）や経皮的心肺補助（ＰＣＰＳ）などの循環補
助装置も完備し、急性心筋梗塞などの急性期にも対応してまいりました。
　集中治療室には 24 時間体制で循環器内科医が待機しており、いつでも救急対応できます。
本年 3月、日本循環器学会より循環器専門医研修施設に指定されました。
　このような経緯の下、2017 年 4 月心臓カテーテル検査室が移転し、心血管センターとし
て新装オープンとなりました。これまでは医師・看護師・技師等のスタッフの献身的努力に
よりハード面の不利を克服すべく奮闘してきましたが、今回心血管センターの開設に伴い最
新鋭の心血管造影装置を新たに購入し、ハード面においても充実しました。
　これまで以上に、最高の検査・治療をお届けできるようになるものとスタッフ一同さらに
士気が上がっております。現状に安住せず、さらにレベルの高い医療を提供して地域に貢献
できるようスタッフ一同精進していきたいと思います。
　今後とも、何卒ご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。

循環器内科　副院長兼心血管センター長　今西敏雄

2017 年 4月から心血管センターが開設しました



表彰・認定・研修修了者等

おめでとうございます☆

平成 29年 1月 15日
●総合診療医認定
　　松谷　泰好

平成 29年 1月 28日
●和歌山県院内臓器移植コーディネーター認定
　　畑　忠良、新界　公美、前田　美奈

平成 29年 3月 1日
●一般財団法人日本医療機器学会　第 2種滅菌技士認定
　　見上　ひとみ、坂田　公男

　平成 29年 4月、心血管センター 1階で臨床検査科は新たにスタート致しました。
　ここに至るまでに、試薬や消耗品等の費用対効果、高感度検査と測定時間の短縮、インシ
デント対応、また移設によるリスクを最小限に留める事をテーマに掲げ、臨床検査機器選定
をスタッフともに何度も話し合って参りました。現在のみならず将来の医療情勢も視野に、
「患者サービスと病院経営のバランス」に適した構成をコンセプトに更新に至りました。
　3 月半ばより 2 週間の移行期間中、スタッフの研修・機器取扱い等のトレーニングを積み
挑みました。しかし実践は厳しく、検体の流れや新機器・新試薬の対応がうまく出来ず、ま
た機器トラブルもあり皆様方には大変ご迷惑をお掛けしました。この場を借りてお詫び申し
上げます。現況は大きなトラブルもなくなり、病院職員皆様のご支援、メーカーやスタッフ
の鋭意努力もあって、目指していた「更なる効率化・迅速化・高精度データの提供」が実現
しつつあります。
　また、生理検査部門においては心電図・脳波・聴力検査、超音波検査に関しては、心臓・腹部・
血管等、また新たに乳腺エコーにも力を入れています。
咽頭・鼻腔・濃等の検体採取資格も、15 名の臨床検査技師全員が取得しております。これ
を活かし、医師の業務軽減の一助となる事で医療従事者として様々な貢献ができるのではな
いかと考えています。
　2016 年に日本臨床検査精度管理認証施設として県内 4 番目に認定され、この認定を継続
していく為にも高水準の精度管理を担保し続けなければなりません。われわれ臨床検査科ス
タッフにゴールはありません。成長の歩みを止めることなく、知識と技術の向上に努め、ホ
スピタリティーの精神で医師に精度の高い臨床検査データを提供して参ります。今後ともよ
ろしくお願い致します。

臨床検査科長　　畑　忠良

新　臨　床　検　査　科
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　働きがいのある職場づくりプロジェクトは、平成 29 年 4 月から相談窓口を設置し始動してい
ます。
　平成 27 年 7 月に職員満足度調査を実施したことにより院長のビジョンが細部まで周知、伝達
出来ていないことや、病院の理念が職員のモチベーションに繋がっていないこと、また「ハラス
メント」があるのではないか、人間関係などの問題により仕事を続けられないと思う職員がいる
のではないかと推測されました。
　これらをふまえ院長の目指す病院の姿を浸透させることで病院の一体感をつくり、職員のモチ
ベーションを上げ、さらにハラスメントが起こらないよう職員全体がハラスメントの知識をつけ、
スタッフ同士の関係性を良くすることが出来ないかと考え、風通しのよい文化の醸成に向け１年
間会議・研修等を重ね「働きがいのある職場づくりプロジェクト」として各職種 15 名のスタッフ
でスタートしました。
　本プロジェクトの目的は、国保日高総合病院基本方針の６番目の項目「全職員が医療人として
誇りをもって働ける職場環境づくりを推進します」に基づきこれを推進することとしています。

　平成28年12月末には全職員対象のアンケートによる実態把握を行い、平成29年3月末には「な
んでも BOX」と名付けた投函箱を院内 3 箇所に設置しました。また内部相談員へ院内メールを送
れるシステムを構築し、その対応も始まっています。みなさまから寄せられた事案は、プロジェ
クトが作成した解決フローチャートに基づき秘密厳守で対応します。もちろん今まで通り外部相
談員へメール相談できますので、内部相談が難しい方も気軽に相談できます。
　このように窓口相談方法を多様化して相談に限ら
ず広く意見を収集し、より良い職場環境の実現に向
け本プロジェクトは活動しています。病院の諸問題
を提起、解決し、働きがいのある国保日高総合病院
を院長と共にみんなで実行しながら、「新しい年度は
前の年度よりもより良くなる」。そう信じて個々の職
員からの発声で病院改革を行っていきます。

④働き続けたいと思える
   職場をつくる。

③なんでも言い合える環境
   をつくる。

②小さな問題を大切にする。
以上４つを掲げています。

プロジェクト統括リーダー
用度課　西　浩司

目標
①相談だけでは終わらない
   仕組みをつくる。
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