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『おわせ+プラス』創刊にあたり。

ホッと
最新情報

尾鷲総合病院

病院の理念みなさまの声をお聞かせください

本誌へのご感想やご意見、ご要望などございま

したら、院内に設置されている患者さんの声に

投稿いただくか、お気軽にご連絡ください。

● 高度医療に対応できる東紀州地域の中核病院

● 地域の保健・医療・福祉との連携を促進し、地域の人々と共に創る病院

● 患者様に信頼され、いつでも安心してかかっていただける患者様主体の     

    総合病院

● 教育、研修機能を持つ病院

● 質の高い医療技術とサービスを提供する病院

● 職員一人ひとりが、病院の将来ビジョン・経営について考える病院
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 　尾鷲市は前は海、後ろは山に囲まれ自然豊か

な場所に位置した風光明媚な所です。近くには

世界遺産となった熊野古道もあり休日には多

くの観光客も訪れます。尾鷲総合病院は尾鷲市

を中心とした東紀州地域の中核病院として長

年地域住民の方々の医療を担ってきました。

　現在日本の医療はさまざまな問題を抱えて

います。社会の高齢化、地方病院での医師・看

護師不足、効率のよい医療、大病院への医療設

備の集約、等々。こういった中で現在の尾鷲総

合病院の役割は、今までの医療の質を落とすこ

となく急性期の二次医療まで対応できる病院、

と考えております。しかしながら、人不足、物不

足などの問題は尾鷲総合病院でも例外ではあ

りません。その一つの解決策として挙げられる

のが地域住民の皆様にも協力していただく地

域一体型の病院ではないでしょうか。今回「お

わせ＋プラス」を創刊することで尾鷲総合病院

やこの地域医療のことをもっと知っていただ

ければと思います。

　今後とも尾鷲総合病院をよろしくお願い申

し上げます。
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※医師･出張等により休診･代診となる可能性がありますので、お問い合わせください。

　※6月の午後の小児科特殊外来が変更になります。月曜日･予防接種、火曜日･慢性外来、木曜日･乳児検診です。

お問い合わせ先：
尾鷲総合病院　事務長　
taijo00@owasehp.jp
TEL 0597-22-3111

平本/伊藤
( 隔週 )

( 隔週 )

戸澤/野上
( 隔週 )

（14 時～16 時受付）



『おわせ+プラス』創刊にあたり。

　紀州地区において「地域医療崩壊」とい

う言葉が叫ばれて久しくなります。その要

因には、一にも二にも医師不足、看護師不

足にあることは周知の事実であります。新

卒後臨床研修制度が始まって以来、医師の

都市集中化が促進し地域に定着する医師

が激減しました。当初この巨大な潮流に対

して大学病院としても有効な手段を講じ

ることができませんでしたが、しかしこの

間、大学や行政、地域などが協力し合い地

道な対策を講じて来ましたので、今少しず

つその効果が現れ始めています。おそらく

数年後には、地域における医師不足の問題

はかなり改善されると推測されます。と同

時に、地域における医療機関や住民の受け

入れ体制を整備せねばなりません。せっか

く張り切って赴任して来たスタッフも、温

かく迎えてやらねば落胆し辞めて行くこ

とになり兼ねません。

　医療機関も住民も一体となって、新しい

スタッフを家族のよう温かく迎え接して

いただくことが大切です。

　そのためには、市民の皆様に尾鷲総合病

院のことを良く知っていただき、「私達の

病院である」という認識を抱いていただく

ことが大切です。そこで大きな役割を果た

すのが、この情報誌「おわせ＋プラス」です。

尾鷲総合病院のトピックスやスタッフの

紹介、さまざまな話題の提供、時には問題

点を提示するなどして、市民の皆様に病院

を身近に感じていただき、親近感を感じて

いただくことに役立つものと期待してい

ます。

　「おわせ＋プラス」を介して病院と市民

が一体となり、尾鷲地区の医療の充実と発

展に向けて取り組んで行かれますことを

心より祈念致しております。

「ご挨拶」「ご挨拶」
ほすぴたる
最 新 医 療 情 報

『おわせ+プラス』創刊にあたり。

　尾鷲市民の皆様、そして尾鷲総合病院を

ご利用いただく皆様、尾鷲総合病院顧問を

務めさせていただいている三重大学大学

院医学系研究科長・医学部長の登　勉（の

ぼり　つとむ）と申します。尾鷲総合病院

広報誌「おわせ＋プラス」の創刊にあたり、

ご挨拶申し上げます。

　昨年１月から医学部附属病院の竹田寛

病院長とともに顧問として、尾鷲総合病院

における医療体制の維持発展について関

係の皆様と種々検討させていただいてい

ます。地域における医師不足は深刻で、三

重県も例外ではありません。三重大学医学

部では入学定員を 100 名から 125 名に増

加するとともに、三重県と協力して三重県

医師修学資金貸与制度や地域枠を設けて、

三重県で活躍する医師の育成に取り組ん

でいます。しかしながら、これらの施策の

効果が出るまでには、10年程度の期間が必

要です。

　尾鷲市と尾鷲総合病院では、議会はじめ

市民の皆様のご理解を得て、県下でもいち

早く医師の処遇改善に取り組み、一定の成

果を得ています。といって安心していると、

新しい課題が出てくるという繰り返しで

すが、どの年代の医師にとっても魅力ある

キャリアパスを提供できる病院を目指し

て三重大学医学部も支援させていただき

ます。

　個人的な話で恐縮ですが、私が生まれ

育った南勢町（現、南伊勢町）と熊野灘の黒

潮でつながっている尾鷲には格別の親し

みを覚えます。市民の皆様が安心して生活

できる医療体制の整備のために一層努め

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

「ご挨拶」「ご挨拶」

今回お話を伺ったのは今回お話を伺ったのは
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