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「アメニティの向上」 第3弾最新情報

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

編集協力/TC編集編集協力/TC
所在地/三重県所在地/三重県
TEL/0597-059TEL/0597-
FAX/0597-059FAX/0597-
ホームページジホホホホホームページおおわせ プラス

おわせ プラス

おわせ

プラス

おおおおわおわわわおわわおわわわわわせせわわおわわわおわわおおせせせわわわわせせせわわせわせせわわわわわ
プラスプラスプラスプラスププププププププププラププラ

※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 病院総務課 総務係　　

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

　外来棟と病棟を結ぶ２階渡り廊下で、尾鷲市中央公民館写真サークルの皆さまにご協力いただき写真の

展示を始めました。毎月月末に写真の入替をおこない更新していきます。

診察までの待ち時間などを利用し、是非一度足を運んでみてください。
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診察までの待ち時間などを利用し、是非一度足を運んでみてください。
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平成30年1１月1日現在外 来 担 当 医 表

梶原 進也 佐谷 博之 佐谷 博之 佐谷 博之 佐谷 博之 

内科

内科（呼吸器）（午後予約）

内科（腹膜透析）（予約）

内科（透析センター）

外科

診療科

カテーテル検査

健康診断

大腸内視鏡(検査のみ）

産婦人科

耳鼻咽喉科

眼科

皮膚科

乳腺外来（第1月曜14時半～予約制） 

胃カメラ(検査のみ）

整形外科

小児科

小薮 助成

小薮 助成
小薮 助成
第2.4週午前
東 謙太郎

畑地　 治
(第4週）

1診 大森　 拓

大森　 拓

今川 竜二

大杉 和生 伊藤 弘将

川﨑 優也

東 謙太郎

循環器内科(予約) 小薮 助成 世古口 茂幸 大杉 和生

大杉 和生 大杉 和生

大森・伊藤
佐藤

水野 修吾
（第2・第4週）

大杉 和生

消化器内科医師

第1.3.5週　
東

第2.4週
紀南病院医師

消化器内科医師

加藤 弘幸阪本 達也

三重大学
小川教授

泌尿器科

放射線科（予約制）

精神科（小児のみ）（予約制）

吉澤 尚彦2診

神経内科（予約制）

脳神経外科

月 火 水 木 金 備考

2診

午後(予約)

阪本 達也

阪本 達也

栗山 直久 加藤 弘幸 加藤 弘幸 加藤 弘幸1診

初診

再診

再診

川口 寛 川口 寛 川口 寛 川口 寛 川口 寛午前

　　午後

外科医師

●村田耕一郎

●横山 弘和

坂井田 寛

横山 弘和

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

村田 耕一郎 村田 耕一郎

ワクチン外来ワクチン外来

木曜日
第1週目のみ
三重大学医師

●10時～
　 診察開始

慢性外来 乳児健診

野村 浩史 野村 浩史 野村 浩史 野村 浩史 野村 浩史 

今西 義宜

玉置 力也 玉置 力也 玉置 力也 玉置 力也玉置 力也

前田 吉民 前田 吉民 前田 吉民

前田 吉民

前田 吉民 前田 吉民

三重大学
野本教授
（第4週）

(第4週)
大槻  一行

(第2週)
中西 大介

三室 マヤ 伊井 裕一郎

栃尾 廣 田中 公人

ペース
メーカー
第１月曜日

小薮 助成

（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

写真サークルの作品を展示しています



医師の紹介医師の紹介
ほすぴたる
最 新 情 報

～メディア・紙面で紹介されました～

2018.9.8 　中日新聞《くろしお版掲載》

ハンディを乗り越え頑張ってくれています

内科

◆資格　
　日本内科学会認定医
◆所属学会
　日本内科学会
　日本循環器学会
　日本心血管インターベンション治療学会
　日本高血圧学会

　9 月まで伊勢赤十字病院の循環器

内科で勤務しておりました。

10 月より尾鷲総合病院の内科に着

任いたしました。

尾鷲、東紀州地域の医療に貢献して

参りますので、何卒、ご指導ご鞭撻の

ほど、よろしくお願いいたします。

伊藤　弘将　
（いとう　ひろまさ）

コメント

内科（後期研修医）

▲患者さんの唇の動きをみながら診察するため、今川先
生手書きのイラストを使用しながら診療しています

 information 

更新機器の紹介

活動紹介

介

「がん患者と家族の方のおしゃべりサロン」

分娩監視装置を更新しました

～おしゃべりサロンin東紀州～

　「がん患者と家族の方のおしゃべりサロン」は、三重県がん相談

支援センターの主催で、地域や、がん診療連携拠点病院において

各地で開催されています。

　また、がん診療連携拠点病院が開催するサロンでは、患者さん

やご家族の方が集まり、がんについての不安や、つらいこと、家族の

方の気持ちなどをひとりで悩まず一緒に考える「おしゃべり会」や

医療関係者による学習会も開催されています。

　お住まいの地域に限らず、どのサロンにもご参加いただけます。

　「分娩監視装置とは、お母さんと胎児の安

全のため、胎児の心拍数、胎動、お母さんの

子宮収縮の具合をチェックし、胎児心拍曲線

と陣痛曲線を記録する装置のことです。

　これによって、陣痛の起こり方や胎児の健

康状態を知ることができます。分娩監視装

置からの情報をセントラルモニタでも集中

管理しているため、ナースステーション内で

も胎児とお母さんの安全を確認しながら安

心してお産することができます。

　9月8日、がん患者さんやご家族のための「おしゃべりサロンin

東紀州」が開催され、当病院のがん看護専門看護師の井上智恵さ

んが講演し、患者さんや家族、サポーターら16人の参加がありまし

た。

　今年度の「おしゃべりサロンin東紀州」は、あと12月9日と3月

9日に開催を予定しています。是非お気軽にご参加ください。

」

◆資格　
　ALSプロバイダー
　PALSプロバイダー
◆所属学会
　日本内科学会
　日本小児科学会

　私は、生まれつき耳が聞こえにくく、補聴器を

装着しています。音がかなり小さく聞こえ、歪ん

で聞こえてしまいます。そのため、口の動きを読

みとり、紙に書くことでコミュニケーションをとっ

ています。スムーズなコミュニケーションのため

に、マスクを外していただいたり、紙に書くようお

願いすることがあります。　通常の診療に比べ、

少々時間をとらせることと思いますが、患者さん

の立場に立って、努力して参りますのでご支援、

ご協力お願い致します。

今川　竜二　
（いまがわ　りゅうじ）

コメント

※がん看護専門看護師は、がん患者さ
んとそのご家族の苦痛を身体面、精
神面、社会面、スピリチュアルの側面か
ら理解し、治療過程における生活の質
に注目した質も高い看護を提供する
ことを目指しています。

▲分娩監視装置
▲セントラルモニタ


