


寺尾副院長のつづきです

今の新しい病院では車での通勤のためあまり行けませ

んが旧病院の時は週に1-2回の駅前探訪が楽しみでし

た。当日は御機嫌さんですが分解酵素が少ないためか翌

日はしんどいことの繰り返しでした。一生の持病の様です。

新病院の話が長い間の構想のうえに具体化した頃、石

川県の金沢市と七尾市の病院見学に行ったことがありま

す。1月頃だったと思いますが8時頃こころの医療センター

をパスで出発し、夕方には金沢市に到着し蟹料理が待っ

てるはずでした。大雪による大渋滞で金沢市のホテルに

朝4時頃に到着し、2-3時間寝て病院見学に行きました。

蟹料理の代わりに夜中の2時頃に北陸自動車道のパーキ

ングで食べた夕食のカレーライスの美味しかったことを思

い出します。

多くの人達の努力のおかげで平成17年5月から新病院

研修医日記 て点

での診療が始まりました。初めて大きくてきれいな病院

で仕事が出来るようになり、当院の医師も患者さんから

立派な先生に見えるかなと思ったりしました。しばらく経

営状態の良くない時期がありましたが、この数年は入院

患者数の増加もあり経営状態が改善しています。病院の

譲渡や医療機器の整備に多くの費用を要すため安1［）は

できませんが、このまま良い経営状態が続くことを希望し

ています。全職員の努力のおかげ、で以前よりもより一層

当地方の中核病院にふさわしい医療を提供できるように

なっているので、はなし1かと思います。3月12日からは病

院名も社会保険が取れ紀南病院に変更され再出発とな

ります。長い間お世話になりました紀南病院の益々の発

展を願っております。

有難うございました。

函連主

こんにちは、初期研修医1年目の伊藤仁人です。初めて会う人には、「ジ、ンジ、ン」だと

か「ニンジ、ン」だとか、まるで日本人の名前とは思えないようないろいろな読み方をさ

れますが、実は「よしと」と読みます。

今回、研修医日記を担当することになりましたが、他の研修医の方々のように面白

い文章は書けないので、あまり期待しないでください。

とりあえず自己紹介でもしながら、思ったことをつらつらと書かせていただきます。

僕は愛知県の岐車との県境あたりに位置する一宮市というところで生まれました。

高速道路なんかをよく使われる方は、よく渋滞するジヤンクションとして名前を聞いた

ことがあるかもしれません。不本意ながら、同期のl原先生のとても近くで生まれたこと

になります。

その後はごく普通の幼稚園、小学校生活を送り、私立の滝中学校・高等学校へ入学

しました。

初期研修医

伊藤仁人

中学高校時代は、吹奏楽部に入部し、テナーサックスを担当することになりました。中学高校と共学だったので、吹奏

楽部には女子も多く、毎日部活に行くのがとても楽しみでした。もちろん、下心なんかまったくないんで、すよ、ほんとに。

そういえば、このぐらいの時期（これを書いているのが2月上旬）になると、バレンタインの義理チョコのばらまきが部

内のいたるところで行われていたような気がします。

その後なんとか大阪大学医学部に入学し、大学で、は何を間違ったか、ソフトテニス部に入部。それまでまともに運動

したことはあまりなかったので、初めは見るに耐えないほど下手くそで、したが、6年まで続けて少しはまともな球が打て

るようになりました。

ソフトテニスはシングルスもあるのですが、ダブルスでの大会が多く、特に医学部の大会はすべてダブルスでした。テ

ニスを始めたての頃は、ぺアを組む相手も試合ごとに変わるし、自分が球を追っかけてとりあえず、コートに入れるのに必

死でした。しかし、学年が上がるにつれて、だんだんとぺアが固定されてきて、ペアのために何ができるかを考えて練習や

試合に取り組むことができるようになりました。

そんなことを考えていたら、いつの間にか6年の秋頃までソフトテニスを続けてしまい、その後ヒィヒィいいながら園

試を乗り切ったわけです。

吹奏楽は全員の息を合わせないといい演奏はできないし、テニスもペアの気持ちゃ得意なプレー、苦手なプレーを考

えないといい試合はできません。患者さんとの関係づくりや、いろんな職種の方が関わる医療の現場にも少しは通じる

ところがあるのではないかと、ちょっと思っています。

なんだか部活動のことばかり書いてしまっているし、まとまりの無い文章ですいません。

まあそんなこんなで、縁あって紀南病院で初期研修をさせていただけることになりました。まだまだ未熟ですが、今後

ともご指導のほど、よろしくお願いします。 S~－＇£－ ~，.~ 
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地域医療連携だより

私の父が他界してl7回忌が過ぎました。私の父 ー 1

は紀南病院（百々枝通りにあったころです）に勤務し 宵
たのち西川医院を開院しました。私も小学生時に肘

関節の複雑骨折で貴院に入院させていただきまし ・ー

た。当時、保富先生が貴院整形外科にいらっしゃった

頃でオペしていただきました。父側の祖父、祖母も貴

院で看取っていただき、そして医者としてまだまだ脂

がのっていた父が突然脳出血で倒れ、最後まで貴院

で診て頂きました。現在、私の義兄が貴院で薬局長を

任され、私は数年前に尿管結石l乙て救急受診しお世

話になりました。ず、っと貴院には大変お世話になって

おります。

西川医院

西川哲司先生と

医療スタッフのみなさま

私は循環器内科の医局出身でありますが心臓を主に治療、研究するグループと腎臓、高血圧を主に治療、研究するグル

ープがあります。研修医時代は循環器内科をオールラウンドに研修しましたが医局を出る頃（父が倒れ帰国した頃）には腎

臓、高血圧ク‘ループに身を置いていました。当時はプ口スタグランテ、ィンがブーム（？）で、私の博士号論文も「プ口スタグラン

デ、インの臓器保護作用」に関するもので連日、動物実験でt深夜まで実験室にこもっていました。地方病院に派遣されるよう

になった頃、日赤の内科部長に言われた一言が今で、も頭に残っています。「外科医はオぺの腕、内科医は薬の使い分けのプ

口だ。」現在の高血圧治療は飛躍的に進歩し、私の研修医時代には利尿剤とカルシウム措抗剤しかなかった頃と比べ

ACE.ARB，また配合剤など多種の降圧剤が開発され使い分けが難しいながらも選択肢が非常に広がり降圧治療、ひいて

は心、腎、脳血管イベント予防にはいい時代になったと思います。

－~、
私の父は心筋梗塞を発症したのち 1ヶ月

後に脳出血を起こし他界しました。血圧管理

が不十分だったようです。かく言う私も他人

事と思っていた高血圧になってきており

ます。降圧剤開始の日も近いです。医師は

一生が勉強、研修です。患者さんのために

も、自分自身のためにも貴院の助けを借りな

がら、心、腎、脳血管疾患の予防、治療に全力

で打ち込んでいくつもりです。今後ともよろし

くお願いいたします。

かたくるしい話ばかりになりましたが、私は多趣昧でありまして、マラソン、登山、自転車、テニス、スキー、スノボなど何ー

っとして一人前には出来ませんが開業医と病院の先生方とは仕事の面でも趣昧の面でもFACETO FACEの付き合いが

大切と考えております。尿管結石、痛風にもめげず日夜アルコールをたしなんでおります。今後ともいろいろお付き合いよろ

しくお願い申し上げます。

あっ、あと50歳から自分自身の認知症予防にとギターを始めました。歳をとってからの技能取得は難しいものだなと実

感していますがいつかは貴院の玄関ホールで弾ける日を夢見て日夜でもないけれど練習に励んでおります。

［医師】

New faceさ～ん

①出身地②趣味（特技・得意技）

③一言アピール （敬称略）

いまいひであき

《産婦人科》今井秀彰

①大阪市②ゴルフ・ビデオ鑑賞③和歌山労

災病院で約22年、新宮市立医療センター

で1年、有田市立病院で3.5年働かせて頂

きましたが、ここでは高齢の新人ですので

よろしくお願いします。
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病院のまど

第46回市民健康講座について

国民の2人に1人はがんにかかる時代です。がん

にかかったら、どんな生活が待っているのか漠然と

不安に感じたことはありませんか？病院には患者さ

んやそのご家族を支えるメンバーがいます。知って

いると役に立つ情報をご紹介します。

日時平成26年3月9日（日）

午後2:00～3:00 

演題知っていると役に立つがんとのつき合い方

演者内藤京子（がん診療連携センター医師）

がん診療連携センター看護師長

緩和ケア認定看護師

がん性癖痛看護認定看護師

社会福祉士

会場社会保険紀南病院 3階講堂

da4iお綱 株式会社大黒
本社：干640-8525和歌山県和歌山市手平3-8-43

和歌山事業所

紀三井寺事業所

大阪支店

南大阪支店

紀 南支 店

神 戸支 店

奈 良支 店

：干641-0012

和歌山市紀三井寺855・71

：干641-0014

和歌山市毛見1111-1

：干550・0002

大阪市西区江戸堀3・5・27

：干594戸 0031

和泉市伏屋町2・16・11

：干646・0011

田辺市新庄町3778-2

：干650・0023

神戸市中央区栄町通5-2・6
：干630・8115

奈良市大宮町4-295・10

奈良朝日生命川口ビル1F

関西空港営業所 ：干590-0523

泉南市信達問中919-1

新宮営業所 ：干647・0052

新富市橋本2-5-61

東京麹町オフィス ：干102・0083

東京都千代田区麹町3-5-2

BU REX麹町301号

京都丸太町オフィス ：干606-8395

京都市左京区丸太町通川端東入
東丸太町32-3上回ビル3F

DAIKOKU MEDICAL SUPPLY 

編集後記

桜の花が待ち遠しい季節にな

りました。

趣味のスノ－ii（ードもそろそろ滑り

納めかな？と思う今日です。

春といえば、花粉症の方にはつら

い季節がやってきましたね・・・。

今年もティッシュが離せそうにあ

りません。

日々暖かくなりますが、皆様も体

調には気をつけてください。
年度末で／＼.タ八．タしている部署も

あることと思いますが、今年度も

あと少しです日

職員ひとりひとりが、気を引き締

めて頑張りましよう。
(T.T) 

信電・医慣卜 福祉の分野で

r生 命 を 守 る 人 の 環 境 づ く り I を過 Uて

地域の発隈に貢献する ζ とが

私 豊 田 使 命 で す・．

・本 主主

〒640·8287 潤•Utl!J，賢建 S丁目 g・・の 10
TEL 073·•35·2333 FAX. 073 435・2223 

・大飯支店

〒595・0012.大浬市北・中町2TIH・28句
τEL 0725・31 3610 FAX 0725 31 3619 ・111；；飼83度分室

'i'641 0012 潤’~cum紀持寄 768・組の13
TEL on  .. 8 1787 FAX on  448・3781

• IB;n曾歳時

〒646・00H 圏直市町医 町 2744・泡

TEL. 0739 26・4536 FAX 0739・26・4678 

・野冨曾緩冊

'i'847・0072・f 1!! ＇＂降伏 20・22II 
τEL 0736・31 9130 FAX 0736-31-9133 ・..・E陵情
〒632・0082支理＂＇驚鷹町 66・aの4
TEL. 0743・84 3607 FAX 074364 •810 


