さざん くろす
KINAN HOSPITAL
OFFICIAL INFORMATION PAPER

June 1st.2021

vol.74

麻酔科主任部長
角谷哲也

まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。
昭和39年生まれ、
うお座、
Ｏ型。
占いによると、性格はおおらかで優しいとなっています
（異論は受け付けません）。
出身は那智勝浦町で、新宮高校・和歌山県立医科大学へと進学した和歌山県民です。趣味は、愛犬の散歩・一眼レ
フ・ワイン・お笑いライブ観覧などです。
平成元年に医師免許を取得し、和歌山県立医大での勤務を中心に約30年間麻酔科医として働いてきました。令
和元年に紀南病院へ赴任し昨年から主任部長を任されています。
私は、平成の30年間に、4世代の麻酔科学教授のもとで仕事をさせていただき、3世代にわたって医局長を務め
る機会に恵まれました。各教授の出身大学が様々であったため、常に異なった文化や考え方に触れて成長する機会
をいただけたことに非常に感謝しています。
これまでの麻酔科医としての人生を振り返ると、
いろんなstageがありました。技量や知識を得るために貪欲に働
いた時期、研究や学会発表が盛んだった時期、後進の指導や教室運営に尽力していた時期など年齢や役職によって
自分の価値観は変わっていきました。
時代が変わっても変わらない価値観もあります。
１番は、患者と病院スタッフからの信頼です。
いろいろな医療技
術の進歩に伴い、以前なら困難であった手術が可能になり、患者の予後やADLの改善が得られるようになってきま
した。私たち麻酔科医も、各々の患者の術前状態を正確に評価し手術内容に応じた適切な麻酔計画を立て専門的
な麻酔管理を行うことにより、患者さんが「もう手術終わったんですか？」
と笑いながら病室に戻ってもらえるように
なりました。
こういった専門職としての技量はもちろん大切ですが、言動・接遇・患者ケアなども含めて周りの医療ス
タッフからの信頼を得ることもチーム医療を円滑に行うのに不可欠だと感じています。病院として周術期患者管理
を安全に安心して行えることが、患者にとって、
そして紀南地方の地域医療にとって、私たち麻酔科医が一番貢献で
きる役割だと思っています。
術前評価・周術期管理に協力いただ
いている各診療科の医師、手術室をは
じめ各部署の看護師のみなさん、薬剤
部・検査科・事務系職員・コメディカル
の方々などすべての病院スタッフにあら
ためて日頃の感謝の意を申し上げます。
昨年からのCOVID-19のような不測の
事態が今後も危惧されますが、
みなさん
とともに円滑な手術室運営と質の高い
医療の提供に努めて参りますので、
引き
続きご協力よろしくお願いいたします。

角谷医師（前列右から二番目）と中央手術部のスタッフ一同
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研修医日記

研修医
中松 和海

こんにちは。研修医2年目の中松和海と申します。今回さざんくろすの研修医日記を
担当するにあたり、
この場をお借りして自己紹介をさせていただこうと思います。
生まれはみなべ町 (旧: 南部川村)で、上南部小学校、
田辺中学・高校を経て和歌山県立医大に進学しまし
た。高校では合唱部に所属し、様々な場所で歌う機会がありました。中でも植樹祭で当時の天皇皇后両陛下
の前で歌を披露させていただいたことはとても心に残っています。大学では卓球に打ち込み、
キャプテンとして
西医体などの大会にも出場しました。今でも、院長の阪越先生のお誘いで週に1回程度練習をしています。卓
球にご興味のある方はぜひ一緒に練習しましょう。最近では、硬式テニスにも挑戦しています。先生方には日々
の業務に劣らないほどに手厚い御指導を頂き、初心者ながらも頑張っています。気分転換や健康のためにも
運動習慣は継続していきたいと思っています。
美しい自然に囲まれた紀南地方で生まれ育ったこともあり、趣味は自然と触れ合うものが多く、
ダイビング・
サイクリング・トレイルランなどを大学時代からしています。特にダイビングではライセンスを取得して、
白浜や
串本の海に潜っています。
また、大学の長期休暇ではオーストラリアまで足を延ばし、世界自然遺産のグレート
バリアリーフでもダイビングをしてきました。
さて、研修医生活もあっという間に2年目に突入しました。
これまでの1年間は毎日が新しいことへの挑戦で
した。丁寧に指導してくださる先生方や、気さくなコメディカルのスタッフの皆さん、個性豊かな同期の研修医
に囲まれ、
たくさんの貴重な経験を積むことができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。1年経った今でも慣
れないことは多いですが、
そんな中でも自分にできることを日々増やしていきたいと思います。
これからも精進
して参りますので、
ご指導のほど何卒お願い申し上げます。最後までご覧いただきありがとうございました。

研修医

多田 浩気

初めまして。初期研修医2年目の多田浩気と申します。
月並みですが、1年が経つのは
早いもので、阪越院長から辞令を受けたことも昨日のことのように思います。本当にあっ
という間に1年が過ぎ去り、
さらには己の未熟さを噛みしめる日々ではありますが、皆々
様のご指導のおかげで非常に充実した研修生活を過ごすことができています。
遅ればせながら、
この場をお借りして自己紹介させていただこうと思います。
1992年兵庫県神戸市は西区という緑豊かな住宅街に生を受けました。兄の影響で幼いころからサッカーをして
おり、地元のサッカークラブに所属し小学校6年生のときには兵庫県大会で優勝し、全国大会に出場したことは懐
かしい思い出です(ほとんどベンチウォーマーでしたが)。
中高ではサッカーの経験を生かし、
バスケットボールに励
んでいました。高校時代には、学校帰りにゲームセンターに通いガンダムをプレイしていたことも懐かしい思い出で
す。
その後、1年の浪人生活を経て大阪大学に入学することができました。
大学時代は、医学部サッカー部に所属し、
チームのダイナモ
（dynamo：発電機の意）
として奮闘していました。
し
かしながら学業の方はというと、
ダイダメ
（dai damage：大ダメージの意）
で2回の留年を経験してしまいました。
な
んとか卒業することができ、紆余曲折の末、紀南病院に来させていただきました。
一年目には、
内科系を中心に外科・内科・救急科・循環器科・血液内科・腎臓内科・産婦人科をローテ―トし多く
のことを学ばせていただきました。
残り10ヶ月程度の研修生活ではありますがよき医療者となれるよう精進して参りますので、今後ともよろしくお
願いいたします。
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看護部長就任のご挨拶
4月より紀南病院看護部長に就任いたしました。
私は1984年紀南病院に就職し、37年になります。その間、新病院
への移転など色々なことがありましたが皆様にお世話になりながら現
在に至ります。昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大のこの時期
に看護部長に就任する責務の重大さに身の引き締まる思いです。

看護部長

榎木谷 久美子

新型コロナウイルス感染症への対応で病床運営、看護師の応援体制など勤務環境は大きく変化しました。
し
かし、
どのような状況になっても地域中核病院として紀南病院が求められる役割は変わりません。地域と連携し
ながら安全で質の高い看護の提供に努めていきます。看護部目標も今までと変わりませんが４つの目標の中で
「働きやすい職場環境を整えていく」
「人材育成と自己啓発・研鑽を推進する」
ことに重点的に取り組みます。
コロナ対応と急性期医療の両立で病院職員の負担は増大し、看護部にも様々な問題が生じていますが、疲
弊しながらも皆使命感で踏ん張っています。新人看護師育成にも影響が出ていますが今できる最善の方法で
人材育成に努めます。一人ひとりを大切にし、健康で安全に自分らしく働き続けられる職場環境・風土をつくっ
ていきます。

医療の現場から

当院は今年度から和歌山県立医科大学の看護師特定行為研修の臨地実習協
力施設となりました。

特定行為研修は医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書による、一定の診療の補助が行える看護師
の育成を目的としています。特定行為研修では臨床推論をする能力、倫理的な判断力、多職種と協働して問題
を解決する能力および、特定行為（医行為）
を安全に実践するための能力を養うことを教育目標に掲げられてい
ます。県内における臨地実習施設が増えることは、課題となる症例数の獲得が容易になること、居住地や職場を
遠く離れずに受講できることにつながります。
特定行為区分

特定行為

ろう孔管理関連

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

創傷管理関連

褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

脱水症状に対する輸液による補正

詳細は
「和歌山県立医科大学 看護キャリア開発センター」
のホームページを検索してください。
お待ちしております。
特定行為研修についての小さなご相談でも看護部管理室／岡地美代までお寄せください。

２年間の研修終了しました
「令和2年度臨床研修修了式」は今年度も前年に引き続き新型コロナウ
イルス感染症の影響により3月17日に講堂で授与式を執り行いました。
当日は緊急手術が入り、中務研修医は修了式に出席できなかったので
すが、後日、阪越病院長から修了証を授与されました。

矢倉 達弥
病院長からの臨床研修終了証の授与の様子

恒例の後輩研修医からの
プレゼント授与の様子

北野 翔一

金知 尭

野村 知礼

勝谷 礼子

中務 亮（○内）
敬称略
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《第112回がんサロン
「ふれあい」
開催のお知らせ》
日時：6月4日(金)14時〜15時
（感染症対策として通常2時間の所を
1時間の開催となっています）
場所：2階第5会議室
※感染症の状況によっては中止にな
る可能性があります。開催状況につい
ては、
当院ホームぺージにてお知らせ
しますのでご確認の上、
ご参加ください。

編集後記

4月より広報担当となり、初めての発刊号と
なります。
只今、梅雨時期真っ只中。湿度が多くジメジ
メとしてこの時期は本当に嫌ですよね…
又、
コロナ感染症もワクチン接種により、徐
々に良くなっているとは思いますが、
まだま
だ遠出するのは恐いです…コロナが収まっ
たら旅行に行きたいです。
現状、
まだまだ厳しい状況が続きますが、医
療従事者として少しでも役に立てるよう頑
張ります。
日常生活が1日も早く元に戻るこ
とを願っています。
M記

学校便り

病院のまど

入学式
4月7日(水)に47回生の入学式が行われ、入学生37名(男子7名、
女子30名)が新たに入学しました。(今年度も引き続き新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、教職員のみで入学式を行いました。)
看護の日
5月7日
（金）
に、幅広い知識や経験から、看護に関連させて自己を
振り返る機会とするという目的で、看護の日の行事が行われました。
今回、紀南病院より7階西病棟の玉井友子師長をお招きし
「医療従
事者につくものとしてそなえてほしい接遇」
ということでマナーについ
てのお話をしていただきました。講義だけでなくクイズも取り入れて
いただき、
あっという間に90分が過ぎてしまいました。今後の看護実
践の場で必要な言葉遣いや態度、接遇の5つのキーワードなど貴重
な知識が身につきました。
ありがとうございました。

トップバッターは阪越病院長

当院は、新型コロナウイルス感染症
重点医療機関としての使命を果たすべ
く、職員に対してコロナワクチン接種を
行いました。
職員(新採以外)は
3/18〜20(第１回目)
4/8〜10(第２回目)
新採職員は
4/23(第一回目)
5/14(第二回目)の期間において実施
しました。

New face さ〜ん 『医師』
『４月から就任の
新しい先生方を
紹介致します。』
①出身地
②趣味（特技・得意技）
③一言アピール
（敬称略）

わたなべ よしき

《心臓血管外科》 渡辺 芳樹
①名古屋市②テニス③名古屋のみそカツとみそ煮込
みうどんで育って、大学からたこ焼きとお好み焼きの
町大阪に出て来ました。今回、単身赴任で和歌山にの
り込む事になり、
１０年ぶりの１人暮らしでちょっとド
キドキしています。
当面の目標は心臓血管外科の症例
数増と自身の体重減です。皆さん和歌山の美味しいも
のを教えて下さい。

みやざき やすあき

うらかわ しんや

《外科》 浦川 真哉
①奈良県②テニス・バスケットボール③
この病院で治療して良かったと思って頂
ける医療を目指します。

《外科》 宮嵜 安晃
①兵庫県尼崎市②水泳・最近は、
自転
車にはまりつつあります。③３年ぶり
に戻ってきました。体力は衰えました
が、知力は少しよくなりました。何かあ
れば、
気軽に声をかけて下さい。

おくむら こうへい

《内科》 奥村 晃平
①和歌山県②楽しい事の企画③住民の皆様が
安心してこの地域で暮らしていけるように、少し
でも貢献できればと考えております。若輩者でご
迷惑をおかけすることも多々あるかと存じますが
何卒よろしくお願い致します。

おおはし ごう

《内科》 大橋 豪
①静岡県浜松市②植物
育ててます。③３月３１日、
パピコを食べて前歯の差
し歯が折れました。

ぬた じゅんや

《内科》 奴田 絢也
①和歌山県②ゴルフ・ド
ライブ③頑張りますので
よろしくお願いします。

よこや ゆうま

《血液内科》 横矢 悠馬
①和歌山県②空手（まわ
しげり）③健康管理に気
をつけ、頑張ります。

よしだ たつのり

はまだ ゆうすけ

《心臓血管外科》 濱田 悠輔
①三重県②銭湯に行く事③一
生懸命がんばります。

《小児科》 吉田 龍法
①海南市②キャンプ③５年振りにより
大型化して帰ってまいりました。
５年
間で田辺→御坊→和歌山市→新宮市
→田辺と和歌山を一周してきました。
キャンプで自然を楽しんでいます。

とくやま しんじ

《外科》 徳山 信嗣
①大阪②ラグビー・野球③母が田辺
出身でとても縁を感じます。
お腹やお
通じの調子が悪い時はお気軽にご相
談下さい。

もりした ありさ

《内科》 森下 有紗
①和歌山県②お笑い観
賞③父が田辺出身で、
田
辺にはゆかりがあります。
よろしくお願いします。

かわもと だいき

《小児科》 川本 大樹
①和歌山市②パン屋巡り③
１年ぶりに再度紀南病院で
勤務させていただくことにな
りました。地域の医療に貢献
できるように頑張ります。

うおたにしゅうへい

《小児科》 魚谷 周平
①和歌山市②新宮周辺での御朱
印をやってました。③新宮から戻
って参りました。三重の県境くら
いの事なら聞いて下さい。

なかお げん

《眼科》 中尾 元
①兵庫県
②サッカー
③頑張ります。

なかい あきこ

ましま のぶゆき

《泌尿器科》 間島 伸行
①大阪市
②ゴルフ・セーリング
③楽しく診療していきます。

《小児科》 中井 晶子
①和歌山県②ライブに行くこと・山登り
③中高ではブラスバンド部でホルンを、大学
では軽音楽部でギターをしていました。音楽
が大好きです。
これからのこの地域の医療に
貢献できるよう励んで参る所存です。

むらかみ だいち

ひらやま しゅん

《耳鼻咽喉科》 村上 大地
①和歌山市②卓球・ピアノ
③お力になれるよう頑張ります。

《耳鼻咽喉科》 平山 俊
①和歌山市②ゴルフ③今はコロ
ナで行けませんが、
おいしいお店
などあれば教えて頂きたいです。

《研修医》

みやはら ともや

《歯科口腔外科》 宮原 知也
①熊本県②ツーリング・音楽
鑑賞③九州の外で暮らすのは
初めてなので、皆様とお話しで
きるのがとても楽しみです！

あまの やすひさ

《医局》 天野 靖久
①広島県②旅行・映
画・珈琲③最近は韓
国映画・ドラマを観る
事が多いです。
お勧めがあれば教え
て下さい。

きたはた ゆうた

《精神神経科》 北畑 雄大
①和歌山市②飲食・温泉③２
年ぶりにまた戻って来ました。
オンオフのメリハリをつけて頑
張ります。

たいら かつひこ

《医局》 平 克彦
①福岡県②ヨット・映画館
へ行く事。③出身は福岡、
大学は奈良、
そして和歌山
に来る事になりました！よ
ろしくお願いします。

ひらた しんのすけ

《精神神経科》 平田 真之将
①新宮市②野球③人と交流す
る事が好きです。
よろしくお願
いします。

やまさき はじめ

《医局》 山﨑 創
①紀の川市②テニス・野球など
スポーツ、
ランニング・釣り・登山
など③高校まで過ごした和歌山
で医師としての一歩を踏み出せ
ることにワクワクしています。遊
びに仕事に全力で打ち込んでい
きたいと思っています。

あいだ つねゆき

《医局》 相田 常之
①千葉県
②水泳
③何事も全力で！！

たなか ゆうき

《歯科口腔外科》 田中 勇輝
①兵庫県宝塚市②絵を描くこと
（下手ですが）③歯科口腔外科
に配属になった田中です。歯科
の研修医は１人ですが、精一杯
がんばります。

