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玉置循環器科

診療科　
   循環器内科、内科

院長　玉置　俊明

たまきじゅんかんきか

(２)

●院長からのメッセージ●院長からのメッセージ
　2000 年、50 歳で玉置循環器科を開業しました。玉置姓から地元の人
間と思われることが多いのですが、生まれは和歌山市で、字 ( あざ ) が有
本新田で、先祖が 1700 年頃、十津川から出て来て新田開発をしたと伝え
られています。
　29 歳で国立療養所和歌山病院に赴任し、循環器内科の診療経験しかな
く、循環器科、内科を標榜しました。50 歳と遅い開業で、それほどの意
気込みもなく、10年もできればと思っていました。
　当初、初診で胸部レントゲンを撮ることが多く、肺癌が多く見つかり意
外でした。循環器疾患の救急、重症患者が増加し、国立和歌山病院に入院
をお願いしました。その後、日高総合病院、国立和歌山病院、北出病院に
地域連携室ができ、安心して安定した診療ができるようになりました。と
ころが予想もしなかった国立和歌山病院の循環器内科がなくなり、救急・
重篤な患者への対応が困難になりました。ほどなく日高総合病院に 24 時
間対応可能な循環器内科ができ、現在の安定した開業医の診療ができるよ
うになり地域診療における中核病院の重要性を実感しています。
　高齢社会を迎え、なんとか地域医療を維持しなければならず、日高総合
病院には、基本的な診療科の欠落ができないよう、できれば地域 4病院の
主幹病院として連携して、地域医療を充実・発展させてほしいと思います。

午前9:00～ 12:00

午後3:00～　6:00

月 土金水火 木

※木、土曜日は午前診のみ　　日曜、祝祭日は休診
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　台風により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
平成 30 年 9 月 4 日に台風第 21 号が和歌山県に最接近し、25 年ぶりに「非常に強い」勢力のま
ま徳島県南部に上陸し、近畿地方を
中心に暴風や高潮での大きな被害が
出ました。徳島県南部上陸時の中心
気 圧 は 950hPa、最 大 風 速 は
45m/s となり、記録的な暴風でし
た。また、大阪湾や紀伊水道の沿岸
部ではこれも記録的な高潮となりま
した。和歌山県内では最大瞬間風速
が和歌山市で 57.4m、最高潮位が御
坊市で 316 ㎝、白浜町で 164 ㎝、
串本町で 173 ㎝を記録しました。
では、当院の台風による被害状況等
についてですが、午前 11 時に一般
病棟と診療管理棟を結ぶ１階渡り廊
下の東西から出入りできる自動ドアが暴風によりレールから外れ、事務職員等でドアが外れない
ように押さえる状況が台風の通過まで続き、またその最中にも、旧医師宿舎屋上に設置していた
貯水タンクが破損し倒れかけ、公用車が飛来物の接触により破損、大きなプレハブ庫が風により
移動、駐輪場の屋根が複数破損（崩壊）、精神科病棟の外部階段の柵が破損し落下など、多数の被
害が発生しました。看護学校においても、飛来物によって外壁と窓枠サッシの破損などがありま
した。
　また、13 時 20 分から 16 時 00 分にかけて停電し、自家発電装置が稼働しました。その間、電
子カルテシステムも止まることなく、また手術室では手術中でしたが大きな支障が出ていなかっ
たので続行し、手術を無事に終えることができました。

庶務課長　　藤本 順智（DMAT業務調整員）
用度課主事　井原 克己（DMAT業務調整員）

台風第21号に伴う災害対応について
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　今回の台風第 21号による当院の被害額は、概算額で約 1,100 万円となりました。
しかし、台風直撃の翌日には、用度課及び整備係の職員が中心となり、早朝から復旧作業に取り
かかってくれたことにより、こちらで出来る範囲内での迅速な復旧を行うことができました。今後、
復旧に必要な経費は災害復旧費補助金等を活用し、早急な復旧に取り組んで行きたいと思います。
話は 4 日の 18 時ごろに戻りますが、一歩病院の外に出ると、信号機やお店、住宅の明かりが消
えたままで、真っ暗な異様な空間となっていました。皆さんも帰宅されてからの停電により本当
にご苦労され、電気の有り難さを実感されたと思います。
　御坊保健所では 4 日の 22 時過ぎまで停電中でしたの
で、その間保健所担当者とは携帯電話で連絡を取り合い、
広域災害救急医療情報システム（以下「EMIS」という。）
に登録されている管内の４病院や透析クリニックの状況
を確認していました。19 時前の確認では特に問題が発
生していないことの確認がとれ、一安心となりまし
た。・・・が、4 日の 19 時ごろに和歌山県医務課より
連絡があり、和歌山市、海南市及び有田市での大規模停
電により災害拠点病院等も停電が続いているという状況
での和歌山DMATの派遣要請があり、当院から業務調整員 2名を派遣することになりました。高
速道路では緊急車両も通行止めの為、国道をひたすら走り、和歌山市内へ移動することになりま
した。移動途中に和歌山県庁より和歌山市保健所での活動を指示され、22 時過ぎに到着、活動を
開始しました。EMIS に載っている病院で電気が止まっている病院のリストアップと、自家発電
機の有無、燃料の油種、タンク容量、残存燃料でいつまで維持できるかなどを手分けして１件、
１件電話により確認しました。電気が止まっていることによって、固定電話が不通になっている
病院も複数ありました。日付が変わり午前 3時前に一時帰院しました。
　翌日、引き続き和歌山市保健所での活動要請がありましたので、5 日 10 時に病院を出発。11
時 30 分に到着し活動を再開しました。この日は、老健施設等のライフライン（電気・飲み水等）
のスクリーニングを実施し、リストを作成、和歌山市保健所及び和歌山県庁へ情報提供を行いま
した。17 時過ぎに和歌山市保健所でのミーティングを終え、引き続き和歌山県医務課内に設置さ
れていた本部での活動を行うこととなりました。
　5日 21時に病院へ到着し、和歌山DMATの活動は終了となりました。
　派遣に際し、ご調整を頂きました所属の皆様、本当にありがとうございました。
　今回の台風被害による大規模停電においてこのような貴重な経験をしたことにより、当院はも
ちろんのこと、御坊保健所や和歌山県庁においても、今後の災害対策により一層寄与することが
できるといった意見が多数出ていました。地域の災害拠点病院として、来るべき災害に備え、体
制等を整えていきたいと思います。



(５)

　平成３０年９月２日（日）、第７回地域ふれあいフェスタを開催いたしました。
今回は、「認知症」をテーマに各ブースで催しを行うとともに、いきいき健康講座では
落語家の桂枝曾丸さんから「笑いと健康」について落語を交えて楽しく講演していた
だきました。参加者も約４３０名を数え、大変にぎやかで笑顔あふれる一日になりま
した。
　来場された方々からの反響としては、「とても親切に対応してくれた」「笑顔で対応
してくれた」「これからも続けてください」などの嬉しいご意見のほか、「普段もこの
ような姿勢でお願いします」など日々の業務に参考となるご意見もいただいています。
　これからも地域の皆様のご意見を踏まえながら、親しまれる地域ふれあいフェスタ
を開催していくとともに、日々の業務でも「親しまれ、信頼される」病院を目指して
いきたいと思います。
　最後になりましたが、この度の開催にあたり、ご協力いただいた皆様や団体の皆様、
実行委員をはじめ多くのボランティアスタッフの皆様のご尽力に深く感謝申し上げま
す。

実行委員長　長嶝賢一

第７回地域ふれあいフェスタ開催報告
平成３０年９月２日（日）開催
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院内医療安全対策委員会
　  　            森口 健司

平成30年度 第 1回院内医療安全研修会を開催しました

　職員の皆様には日頃より、医療安全活動に対してご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。平成
30 年 8 月 21 日に「平成 30 年度第 1回院内医療安全研修会」を、その様子を撮影したDVD研修
会を 8 月 28 日（午前・午後）、31 日の計 4 回開催いたしました。医療安全に関する研修会は皆様
もご承知のことと思いますが、医療法施行規則により全職員
に受講が義務づけられております。今回の研修会は「医療の
安全向上」をテーマに、「医療安全の歴史と安全概念の変化」「医
療事故調査制度について：現場ですべきこと」「個人情報の保
護と漏洩」についてお話をさせて頂きました。
　初日よりたくさんのご参加を頂き、会場に入りきれない状
況となりご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳ありませ
んでした。研修会全体の出席者数は 535 名でした。参加率は
89.6％（育児休業を含まず）となり、目標以上の参加率を達
成する事ができました。有り難うございました。
　研修会の最後にもお話させて頂きましたが、医療安全研修
や個人情報保護の研修は“ やらされ感の強い研修 ”の上位に
ランキングされるそうです。できれば受講したくないという
のが本音でしょう。「私には関係ないし」「なんかよくわからな
い」などと思われますが、患者安全の重要性と医療の安全向
上に職員の皆様に少しでも届いて役立てて頂けたらと思って
います。次回、第 2回は平成 31年 2月頃を予定していますの
でご参加頂けましたら幸いです。

　平成 30 年 8 月 9 日、福祉支援グループ
「R．ロード G」様より、車イスを 4 台ご
寄贈頂きました。
　「R．ロード G」様からは昨年 7 月と今
年 3 月に引き続き車イスをご寄贈頂いてお
り、お陰様で多くの方が車イスをご利用でき
るようになりました。
「R．ロード G」様の
多大なるご支援に職
員一同心よりお礼申
し上げます。

整形外科　医師

　今年の 7 月から勤務させて頂くことになりました、整形外
科の橋本 光司と申します。
　初期研修を修了してすぐの若輩者ですが、学生時代サッカー
で培った体力を生かして頑張りたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

橋本　光司

玉置　秀彦 第一内科　医師

　2018 年 10 月より赴任いたしました玉置と申します。
　1 年 6ヶ月ぶりに当院へ戻ってまいりました。よろしくお
願い致します。

表彰・認定・研修修了者等
おめでとうございます☆
平成 30年 7月 13日
●警察法施行記念日感謝状贈呈
　　国保日高総合病院
平成 30年 7月 29日
●第 20回肺がんCT検診認定技師講習会受講
　　宮澤　伸悟
平成 30年 9月 2日
●緊急臨床検査士認定
　　山本　舞
平成 30年 10月 1日
●透析技術認定士認定
　　小谷　真英
平成 30年 10月 28日
和歌山県病院大会
●知事感謝状　
　　曽和　正憲
●優秀職員会長表彰
　　寒川　眞仁
●永年勤続者会長表彰
　　橋本　左恵、土屋　照美、白樫　正敏、
      堀田　美奈子、西山　かおり

表彰・認定・研修修了者等
おめでとうございます☆彡
平成 30年 7月 13日
●警察法施行記念日感謝状贈呈
　　国保日高総合病院
平成 30年 7月 29日
●第 20回肺がんCT検診認定技師講習会受講
　　宮澤　伸悟
平成 30年 9月 2日
●緊急臨床検査士認定
　　山本　舞
平成 30年 10月 1日
●透析技術認定士認定
　　小谷　真英
平成 30年 10月 28日
和歌山県病院大会
●知事感謝状　
　　曽和　正憲
●優秀職員会長表彰
　　寒川　眞仁
●永年勤続者会長表彰
　　橋本　左恵、土屋　照美、白樫　正敏、
      堀田　美奈子、西山　かおり

「Ｒ. ロードＧ」様より車イスの寄贈
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病院長　曽和正憲

〒644-8655　和歌山県御坊市薗１１６番地 2
TEL0738-22-1111( 代表 )

http://www.hidakagh.gobo.wakayama.jp/
国　保　日　高　総　合　病　院

院内医療安全対策委員会
　  　            森口 健司

　職員の皆様には日頃より、医療安全活動に対してご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。平成
30 年 8 月 21 日に「平成 30 年度第 1回院内医療安全研修会」を、その様子を撮影したDVD研修
会を 8 月 28 日（午前・午後）、31 日の計 4 回開催いたしました。医療安全に関する研修会は皆様
もご承知のことと思いますが、医療法施行規則により全職員
に受講が義務づけられております。今回の研修会は「医療の
安全向上」をテーマに、「医療安全の歴史と安全概念の変化」「医
療事故調査制度について：現場ですべきこと」「個人情報の保
護と漏洩」についてお話をさせて頂きました。
　初日よりたくさんのご参加を頂き、会場に入りきれない状
況となりご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳ありませ
んでした。研修会全体の出席者数は 535 名でした。参加率は
89.6％（育児休業を含まず）となり、目標以上の参加率を達
成する事ができました。有り難うございました。
　研修会の最後にもお話させて頂きましたが、医療安全研修
や個人情報保護の研修は“ やらされ感の強い研修 ”の上位に
ランキングされるそうです。できれば受講したくないという
のが本音でしょう。「私には関係ないし」「なんかよくわからな
い」などと思われますが、患者安全の重要性と医療の安全向
上に職員の皆様に少しでも届いて役立てて頂けたらと思って
います。次回、第 2回は平成 31年 2月頃を予定していますの
でご参加頂けましたら幸いです。



外　来　診　療　担　当　医　師　表

国 保 日 高 総 合 病 院　　ＴＥＬ：０７３８－２２－１１１１（代表）


