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第15号

「アメニティ」をリニューアルしました最新情報

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、いつでも安心して受診し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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※学会等で休診または代診になる場合がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先：尾鷲総合病院　　

owase-hp@city.owase.lg.jp

TEL 0597-22-3111

Owase General hospital あなたにプラスな情報をお届けします尾鷲総合病院

　以前より、『飲み物などを保管する冷蔵庫を』との声を

頂いていたこともあり、少しでも患者さんが快適な入院

生活を送れるように、全病室の床頭台を入れ替えました。

　液晶テレビは可動式アームで、ベッド上からも見やす

く画面も少し大きくなっております。また、飲み物などを

保管する簡易式冷蔵庫（テレビ・冷蔵庫は有料カード式）、

貴重品を入れるセフティボックスも付いており、安心安

全な入院生活を送って頂けることと思います。

　今後も病院を挙げアメニティの充実及び向上に努力し

ていきたいと考えております。

　また、総合受付の待合に案内モニターを設置いたしま

した。

床頭台を入れ替えました

床頭台（入院病棟全部屋） 案内モニター（外来棟２Ｆ総合受付） 
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消化器内科医師

第1.3.5週　
山本
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紀南病院医師

消化器内科医師
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泌尿器科
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川口 寛 川口 寛 川口 寛 川口 寛 川口 寛午前

　　午後

外科医師

●横山●村田

●横山●村田

坂井田 寛

横山 弘和

横山 弘和

三重大学医師

横山 弘和

村田 耕一郎 村田 耕一郎
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ワクチン
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三重大学
野本教授
（第4週）

(第4週)
大槻  一行

(第4週)
中西 大介

三室 マヤ 伊井 裕一郎

栃尾 廣 田中 公人

ペース
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第１月曜日
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（予約）

午前

　　午後
（13時半～15時半受付）

小薮 助成 藤川 勝彦 

ホッと

　これまで、休診案内などの情報提供について、情報が

少ないとのお声を頂いておりましたが、この案内モニ

ターの運用で患者さんに分かりやすい情報を提供できる

ように、情報提供の充実を図っていきたいと思います。

※床頭台（テレビ）の入れ替えに伴い、平成２９年４月
２０日以降、旧テレビカードは使用及び精算が出来なく
なっておりますのでご了承ください。



受賞報告！！受賞報告！！
ほすぴたる
最 新 情 報

平成28年度　『三重県看護関係功労賞』受賞

　『カンゴサウルス賞』受賞

　三重県における保健・医療・福祉に貢献があった方々の功績を称え、三

重県知事が表彰を行う「感謝のつどい」が平成28年11月17日に津市のホ

テルグリーンパーク津で開催され、当院の川口 恵 看護部長が看護関係功

労賞を受賞しました。

　これは、看護部長として看護部門を牽引するだけでなく、三重県看護協

会地区支部長として地域に貢献、またNST（栄養サポートチーム）の全国

への普及と継続した取組みなどを小薮病院長が高く評価し推薦したところ、その功績が認められたことによる

ものです。

　看護部長は、「名誉ある賞を受賞することが出来たのは、諸先生方及び職員の皆さまのご指導とご支援、家

族の理解と協力があってこそだと思います。この場をお借りして心より感謝申し上げます。これからも皆様の協

力を得ながら、看護・介護の質を向上するために病院だけでなく、地域の看護職との連携を強化し、地域医療

の充実に向け努力して行きたいと思います」と受賞の喜びを語ってくれました。

　平成26年度から取り組んだ「看護職のワーク･ライフ･バランス推進

事業」も平成28年度で終了となり、公益社団法人日本看護協会から

組織を挙げての継続的な取り組みによって看護職のワーク･ライフ･

バランス推進に多大な貢献をされたとして、『ワーク･ライフ･バランス

推進　カンゴサウルス賞』が贈呈されました。

　3年間の取組みとしては、看護師及び看護補助員の負担軽減のた

め、1人1台の電子カルテ、配膳業務やシーツ交換を委託にしました。

看護師の定着に向け、育児支援のための育児部分休業や夜勤免

除、子供の看護休暇制度、多様な勤務形態など制度も充実しました。

その結果、離職率は平成26年度11.5％をピークに減少し、平成28年

度は6.0％で、育児休業明けの職員も部分休業を利用し、現在7名が

育児と仕事を両立させ働いています。

　“お互い様”意識で4～6日の連続休暇を取得する職員も増え、長期の海外旅行も実現できました。事業は終了

しても仕事と生活を無理なく両立させ、生き生きと働き続けられる職場作りは継続して行かなければなりません。

　看護師の仕事、尾鷲総合病院のことをもっと知って頂き、1人でも多く看護師を目指し、そして生まれ育ったこの

地域に戻って働いて頂けることを切に願っております。

ワーク･ライフ･バランス推進事業

 information 

新任医師を紹介します

看護部のユニフォームが新調されました

ます

　今まで着用していた白衣とは、イメージの

違うメディカルユニフォームに変更いたしま

した。働きやすさを求め、活動性・通気性を

重視し、このデザインとなりました。カラー

バリエーションも豊富で、その日の気分で組

み合わせることも可能となっています。

　看護師は、白色（紺色のライン）と紺色（白

色のライン）がベースとなった 2 着のユニ

フォームを着ています。また介護士、看護補

助員は、白を基調に水色または臙脂色（えん

じ）のラインが入っており、ズボンは臙脂色、

水色、白色の 3 種類となっています。

整形外科

〈所属学会〉
日本整形外科学会
日本脊椎脊髄病学会
中部日本整形外科災害外科学会

　５月より着任いたしました。これまでの勤務先では、外傷
や脊椎疾患などの診療を中心におこなってきました。脊椎
疾患以外の変性疾患も含め、幅広く診療に当たらせてい
ただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

村田　耕一郎
（むらた　こういちろう）

整形外科

〈所属学会〉
日本整形外科学会
中部日本整形外科災害外科学会
日本手外科学会

　４月から整形外科医として診療させていただきます。
日常診療においては、至らぬ点も多いと思いますがよろ
しくお願い申し上げます。

横山　弘和
（よこやま　ひろかず）

内科（循環器内科）

〈所属学会〉
日本内科学会　日本循環器学会
日本リハビリテーション医学会
日本化学療法学会　日本旅行医学会
日本健康医療学会

　４月より循環器医長として赴任いたしました。至らぬ点
も多いと思いますが、尾鷲地域の皆様のお役に立てるよ
う精一杯頑張ります。よろしくお願い申し上げます。

山本　重忠
（やまもと　しげただ）

内科（循環器内科）

〈所属学会〉
日本内科学会
日本循環器学会
日本心臓病学会

　４月より赴任いたしました。元々、愛知県出身で大学から現在ま
で三重県で過ごしています。紀北地域には、これまで縁遠かった
ものの、自然あふれる環境に感動しています。至らぬ点も多いか
と思いますが、患者様にとって BEST な医療を提供できるよう努
力いたします。よろしくお願いします。

福間　智之
（ふくま　ともゆき）

看護師

介護士・看護補助員


