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病院⾧
阪越 信雄

この度、赤木秀治前病院⾧ご退任の後を受け、平成30年4月1日より病院⾧に就任いたしました。
私は平成3年から6年間、心臓血管外科医⾧として当院で勤務し、大阪大学病院およびその関連病院を経て、
平成20年から心臓血管外科部⾧として再び当院で勤務し、平成25年からは副院⾧としてさまざまな経験や勉
強をさせて頂きました。
そして、地域医療の崩壊や自治体病院の経営困難などが指摘されているこの時期に病院
⾧を拝命致しまして、責務の重大さに身の引き締まる思いです。
当院は昭和20年の創立以来、急性期を担う地域の中核病院として良質な医療の提供を目指してきました。今
後も
「良質な急性期医療を提供する」
という当院の方向性に大きな変わりはありませんが、一方で和歌山県の地
域医療構想の実現に協力すべき立場にもあります。地域医療構想では、私達の地域で急速に進む少子高齢化と
人口減少を背景に、過剰な急性期病床を回復期病床に転換することが求められました。当院も本年1月に急性
期病床50床を地域包括ケア病床に転換しました。今後も、良質な急性期医療を提供して急性期病床の回転率
を高めていきながら、同時に、地域包括ケア病床を有効活用して在宅復帰を目指す患者の支援にも力を入れて
いきたいと思います。
さて、病院⾧となりますと、両肩に経営責任が重くのしかかってきます。
ご存知のとおり、当院は平成23年度か
ら6年連続経常収支黒字を実現し、自治体立優良病院表彰を受けました。黒字体質の維持が私に与えられた使
命となりますが、
まずは今回行われた診療報酬改定の内容を吟味しながら収入確保に努めたいと考えておりま
す。今回の診療報酬改定では、薬価の大幅な引き下げがありましたが、当院に有利な改定も多々ありますので、そ
ういった所を活かしながら、収入増を図っていきます。
最後になりますが、私はこの病院が「職員一人ひとりが輝く職場であって欲しい」
と強く希望しています。医療
は人が行うものですから、職員が活き活きと働いてこそ良い医療が提供できると思います。
それにはこの職場が、
「不公平感のない職場」であること、そして
「ものを云える職場」
であるべきだと思っています。頑張った人が頑張
った分だけ評価されれば、不公平感が無くなり気持ちよく働けます。老若を問わず自由にものを云えてこそ新し
い発想が生まれ、それが病院の活性化につながって行くでしょう。皆様方と共に、
このような職場を作って行きた
いと思います。
この地域に質の高い医療を提供し続けられるように、私自身、今後も全力で取り組んでまいります。職員の皆
様方には、なお一層のご支援とご協力を、お願い申し上げます。
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研修医日記

こんにちは。研修医2年目になりました池田早希です。いろいろな病棟、
外来各所でお世話になっております。貴重な自己紹介する機会をいた
だきましたので、
これまでの経歴を簡単に紹介させていただきます。

1992年兵庫県神戸市で生まれ、乳児期に愛知県新城市という自然豊かな場所に転居し
ます。
このときの記憶はないのですが、蛇を素手で捕まえてくるような活発な子であったそ
うです。
それから3歳ごろに名古屋市に移り、慣れない集団生活で一気に引っ込み思案になりま
研修医
す。一人で絵を描いて過ごす中、小学校の給食にて赤味噌嫌いが発覚、味噌煮込みうどん・
池田 早希
味噌カツが給食で出ないことを心から願って、ひっそりと暮らしておりました。
中学入学を機に神戸市に戻ればいきなり関西弁のど真ん中に。おしゃべり女子だらけの
女子高で、当時の私は全く関西弁が喋れるわけもなく、冗談を言われても全て真に受ける
ような繊細さで、中高6年かけて徐々に関西のノリに慣れてゆきました。女子だらけとはい
っても通っていた塾には(研修医1年目のM野先生のような)灘や甲陽の天才肌の人々がおり、男子だらけの中で
生活していたため、
しおらしさなどはオシャレな街と銘打つ神戸でかなぐり捨ててしまったようです。
大学でも一学年に15％しか女子はおらず、普通の同級生はその環境で化粧や服装に磨きをかけている一方、
私はお菓子や旅行にばかりお金を費やした結果、大学時代は練習が厳しい硬式テニス部に所属しているにも
かかわらず、旅行の写真と体重ばかりが増え、
フットワークは軽いもののテニスの腕はさっぱりとなってしまいま
した。体重増加率は緩やかになったものの、田辺に越してきてからも美味しい食事を沢山いただき、胃も心も満
たされています。お菓子や旅行以外に趣味といえば、詳しくはないですが写真やデザインするのが好きです。テ
ニスコートやジムにもたまにふらっと現れます。
あと医者になった経緯をよく聞かれるのでお話ししますと、私の親戚には医者はおらず、小児喘息でよく病院
に行っていたため、“お医者さん”に対する憧れを追いかけて今に至ります。志望科も定まっておりませんが、皆
さまの優しさのおかげで、
どの科も楽しく研修させていただいています。知識面・技術面共にまだまだ未熟です
が、今後ともよろしくお願いいたします。
最後に、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、実は戸籍上の名字が川本になりました。院内でいきなり
二人も研修医の川本が出現すると何かとご迷惑をおかけすると思われますので、研修が終わるまで池田で働く
予定です。
紙面上でのご報告、失礼しました。
またお気軽にお声かけください！
！

医療の現場から

～リンパ浮腫外来について～

リンパ浮腫外来
A ブロック（１診）

リンパ浮腫療法士 山本佳代

毎月
毎月第1火曜日・第3水曜日にAブロック1診でリンパ浮腫外来を開設しています。
リンパ浮腫とは手術などによって、
リンパ液の流れが阻害され、組織間液が皮下組織
に溜まって浮腫が生じる状態です。
婦人科疾患の患者さんは下肢に、乳癌の患者さんは上肢に発症する場合があり
ますが、手術を受けられた方全員に発症するわけではないのでリンパ浮腫の説明を
しても自分は大丈夫だとあまり話しを聞いていなかった、
と言われる方がおられます。
リンパ浮腫外来ではリンパ浮腫の成因や日常生活指導を行い、悪化がないか患肢
の測定・観察・またドレナージを行っています。
リンパ浮腫は月2回のドレナージだけ
で改善するのは難しいです。自宅でのセルフケアが重要なので高齢の患者さんには
家族も含めた指導が必要です。弾性ストッキングや包帯を用いた圧迫療法を自宅で
おこなってもらえるよう、家族に協力してもらいながら治療を行っています。
リンパ浮腫外来についてのご相談はご自身の受診の診療科にご相談下さい。

第１火曜日
第３水曜日
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看護部⾧就任のご挨拶

看護部⾧
坂本 裕美子

4月より紀南病院看護部⾧に就任いたしました。
紀南病院・紀南こころの医療センター・紀南看護専門学校の3施設を併せ467名の看護職員で平成30年度を始
動しました。育児休業者を含むと総勢508名の大所帯となり、
自身も身が引き締まる思いです。
2025年問題への対応策として国の方針や県の地域医療計画に基づき、当院でも急性期病棟50床を地域包括ケ
ア病棟に転換し2018年1月より運営を開始しております。急性期病棟から地域包括ケア病棟への患者移動が増え、
入院される患者さんを始め、主治医、看護スタッフの皆さんには多大なご負担をおかけしています。地域の医療・介護
関係者と連携し、患者さんの急性期治療から住み慣れた生活の場への移行を支援すべく取り組んでまいりますので、
今後も病床管理へのご協力をお願いいたします。
組織の規模に関わらず、看護は患者さんと看護職者との一対一の関係が基本となります。患者さんから安心と信頼
を得られる看護の提供に向けて、ひとり一人の看護職員による丁寧な対応を心掛けていきたいと考えます。
平成30年度の看護部目標は次の4点です。

1．地域と連携しながら安全で質の高い看護を提供します
2．病院の健全経営や事業の取組みに参画します
3．働き続けられる職場環境を整えていきます
4．人材育成と自己啓発・研鑽を推進し、看護師としての成⾧に努めます

引き続き、地域社会や患者ニーズにしなやかに対応し、チーム医療の中で看護の専門性発揮に努めて参ります。
新しい取組みとして、外来における入院支援業務の集約化、看護の質を評価し改善に繋げるためのDiNQL（労働
と看護の質向上のためのデータベース）事業、看護管理者の質向上のためのマネジメントラダー構築なども進めて
いきます。
新年度、新しい場所で新しい業務に臨んでいる皆さん！
お互いに成⾧機会となるように周囲と協働して前向きに取り組んでいきましょう。

お知らせ

４階西病棟プレイルームに新しい絵本が入りました。

読み聞かせボランティア
「わくわくパンダ」
さんがこの度「伊藤忠記念財団子ども文庫助成」を受け、4階西病棟プ
レイルームに２５８冊の絵本を設置してくれました。名作絵本や図鑑も多く、
また幅広い年齢層に対応できるよう選
書されています。
紀南病院での活動としては県のプレイリーダー
養成講座を修了された桐本さん、山本さんのお二
人が毎月1回小児科病棟で読み聞かせをしてくれ
ています。
子供たちはお二人の読み聞かせに引き込まれ、
興味津々、笑顔満面になっていき、手術や検査を控
えた不安な気持ちはどこかへ飛んでいくそうです。
今後も子供たちの笑顔のため、活動をよろしくお願
い致します。

絵本をバックに、桐本さん（左）
・山本さんのお二人

病院のまど
第７０回市民健康講座

4月6日
（金）に44回生の入学式が行われ、今年度
より10名増員の40名（男子6名、女子34名）が新た
に入学しました。

現座、日本において前立腺がん患者さ
んは増加し続けています。当院では、県下
で３番目の施設として前立腺がんの手術
支援ロボット“ダ・ヴィンチ”を導入しまし
た。
今回はダ・ヴィン
チを使用して行う
手術術式やその
メリットについて
お話し致します。

日時 平成３０年５月２７日（日）
午後２：００～３：００
演題 前立腺がんの手術療法
～手術支援ロボット
「ダ・ヴィンチ」について～

演者 松村 永秀（泌尿器科部⾧）
会場 紀南病院 ３階講堂

風薫る５月。
桜の元、入職、修学された皆さんは新しい環境にもう慣
れましたか？
この私、いよいよ現役勤務は最終章となりました。
平昌オリンピックで大活躍した女子カーリングチーム
の「そだね～」を思い出しながら、相手を思いやる気持ち
を忘れずに過ごしたいものです。
CHIEKO

New face さ～ん

【医師】

①出身地
②趣味（特技・得意技）
③ひとことアピール
（敬称略・順不同）

しぶかわ たかのり

はしもと せいじ

『新しく就任した
先生方を
紹介致します』

しらかわ たかし

《腎臓内科》橋本 整司
①和歌山市（札幌には３０年住んでました）②鉄
オタ
（海外の鉄道）
・温泉（温泉ソムリエ）昔は軟
式テニス・軟式野球・スキー（今はダメかも）③３
０年ぶりに帰ってきた。故郷の地域医療と腎臓
の専門医療に貢献したいと思います。

おおたに あきのぶ

《心臓血管外科》白川 岳
《心臓血管外科》大谷 明伸
①香川県高松市②自転車・食べる ①豊中市
こと③３Dプリンタで心臓や血管 ②野球
の立体モデルを作っています。工 ③根性はある方です。
学部出身なのでコンピュータプロ
グラムもしています。

おかざき ともゆき

《眼科》岡﨑 智之
①豊中市②ラーメンめぐり③ラー
メンと梅干しが好物です。
この土地
に不慣れなのでおいしい店を教え
ていただければうれしいです。

でぐち つよし

にしい ゆうすけ

《整形外科》出口 剛士
①和歌山市②食べ歩き
（スイーツ）③田辺のお
いしい所、色々教えて下
さい。

《整形外科》西井 佑介
①有田川町②柔道③
力仕事は誰にも負けま
せん。

わだ みちこ

みよ まさあき

《外科》三代 雅明
①京都②旅行③2年間アメリ
カで癌の研究をしておりまし
た。宜しくお願い致ます。

《心臓血管外科》 澁 川 貴規
①群馬県前橋市
②サッカー・スキー
③大動脈が特に好きです。

でぐち ようこ

《産婦人科》和田 美智子
①静岡県清水市（旧）②ダイビング③水中撮影
が大好きで天神崎の辺りで潜っています。やって
みたい方ご連絡下さい！
（もちろん仕事も頑張っ
ていますので、その節も宜しくお願いします。）

ほり よしかず

《内科》堀 善和
①田辺市②とくにない
です。③10年ぶりに田
辺に帰ってきました。
よ
ろしくお願いします。

《産婦人科》出口 蓉子
①和歌山市②ハイキン
グ・音楽鑑賞③宜しく
お願いします。

にしおか としひこ

しおざき あやこ

《内科》西岡 俊彦
①和歌山市②麻雀・スノーボ
ード③内科であり形成外科
医でもあります。できもの、ほ
くろの相談は是非、私まで！

《内科》汐﨑 綾子
①みなべ町②卓球③
内科・透析科で勤務
します。よろしくお願
いします。
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【紀南こころの
医療センター】
つちや みつき

《小児科》土谷 充貴
①和歌山市②高校野
球観戦③駆け出し中の
駆け出しで、未だ未だ
未 熟で すが 一 生 懸 命
頑張ります。

みずぬま しんや

ひらやま けんたろう

《小児科》水沼 真也
①和歌山市②ゴルフ・ドライブ
③6年ぶりに戻ってきました。
こ
の6年で多くの病院を渡り歩い
てきました。その経験を紀南病
院で生かせるよう頑張ります。

《小児科》平山 健太郎
①和歌山市②ドライブ
③2年ぶりに帰ってき
ました。
よろしくお願い
します。

たばた みちよ

《精神神経科》田畑 倫代
①岩出市②読書・おいしいごは
ん、スイーツを食べること・バドミ
ントン③初めてのことばかりで様
々な人にお世話になると思いま
すが皆さんと一緒に働けることを
楽しみにしています。これからど
うぞよろしくお願いします。

【研修医】

みずの つよし

かわい しょうた

《研修医》水野 剛志
①大阪八尾市②テニス③
研修医という概念を覆して
いきたいと思います。Mac
信者です（I love ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ）
おしゃれに敏感です。ハンド
クリームは毎日変えていま
す。ボタニカルです。

すずき けい

なかわたせ さとし

《研修医》川合 祥太
《研修医》鈴木 景
①愛知県岡崎市②映画鑑賞・
①大阪府②バスケット・ト
釣り・早食い・早足③ホラー
ランペット③話しやすい雰
映画が大好きでよく観てます。 囲気を自負しています。楽し
まだ青二才の自分ですが、根
い話しでも、そうでない話し
性で皆さんについていけるよ
でも何でも話しかけて下さ
う励みます。至らぬ点があれ
い。
ばビシバシ叱責して下さい！

《研修医》中渡瀬 智
①和泉市②水泳（高校
時代）
・ラグビー（大学
時代）③気軽に声をか
けてくだされば嬉しい
です！

【歯科口腔外科研修医】

たけだ しんいちろう

《研修医》武田 真一郎
①奈良市②ダイエット
／リバウンド③内陸県
から海に憧れてやって
来ました。仕事でもプ
ライベートでも紀南地
方を満喫したいです。

みやもと そうま

《研修医》宮本 颯真
①奈良市②ボート・最近、
漫才ライブに行き始めまし
た！③病院の雰囲気に一目
惚れし、就職しましたが無
事に職員として４月を迎え
ることができて幸せで す！
気軽にお声掛け下さい。

みずま ようすけ

《研修医》水間 庸介
①和歌山市②ゴルフ・プロ
野球観戦③研修を必死に取
り組むこととともに田辺・紀
南を楽しめたらと思います。

にしぐち ゆうすけ

《研修医》西口 雄祐
①岸和田市②テニス③中高６
年間開智高校に通っていまし
た。和歌山の人になれるよう頑
張ります。テニスをしてくれる
人がいましたら是非お願いし
ます！
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