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医療機器更新のご紹介最新情報

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 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

　「デジタルＸ線ＴＶシステム（透

視）」とは、ＴＶモニターで、体の透視

像をリアルタイムに見ながら検査す

る装置です。

　代表的な検査としては、造影剤を

使用して胃透視等の消化管造影検

査、尿路造影検査、脊髄腔造影検査、

胆道造影検査があります。

　なお透視装置はデジタル化され

ており、多種の画像処理、リアルタイ

ムでの画像表示、連続撮影が可能で、

より質の高い画像情報を提供でき

ます。
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2019年9月現在外 来 担 当 医 表

吉尾 裕子 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
川村 公平
第2.4週午前

畑地　 治
(第4週）

研修医･小薮

1診
大森　 拓

大森　 拓

大杉 和生 伊藤 弘将

川﨑 優也

今川 竜二

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

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 川村
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 吉澤 尚彦

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

3診(予約)

阪本 達也

阪本 達也

武内 泰司郎 加藤 弘幸 加藤 弘幸 加藤 弘幸1診

初診

再診

再診

三重大学医師 三重大学医師 三重大学医師午前

　　午後

外科医師

●牧野 祥典

●横山 弘和

坂井田 寛

横山 弘和

横山 弘和

牧野 祥典

三重大学医師

横山 弘和

牧野 祥典 牧野 祥典

牧野 祥典 横山 弘和

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

水曜日は
●10時～
　 診察開始

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）

大立
(第4週)

中西
(第2週)

三室 マヤ 伊井 裕一郎

栃尾 廣

ペース
メーカー
第１月曜日

小薮

（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

デジタルＸ線ＴＶシステム（透視）を更新しました
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写真サークルの写真を展示しています

「出前講座」を行いました！！

　令和元年 6月22日（土）に社会福祉法人　尾鷲市社会福祉協

議会からの依頼で、昨年度に引き続き「出前講座・職員研修」の為、

理学療法士 4 名で尾鷲市福祉保健センターにお伺いしました。職

員研修の内容は、「高齢者等の介助方法」についてでした。

まず初めに、スライドを使用して高齢者の方や重度障がい者の方の

移乗介助の方法を説明し、またヘルパー自身が日常行うべき腰痛予

防体操についての説明も行ないました。

説明のあとは、実践に移り、ポイントで動作の確認や、助言を行いな

がらの研修でした。最後まで受講生のみなさんが、熱心に研修を受

講していただきました。

　今後もこのような機会を通じて「高齢者等の介助方法」の普及・

啓発に取り組んでまいります。

尾鷲総合病院施設・敷地内全面禁煙について

「ベストプラクティス賞」を受賞しました。

高校生を対象にした一日看護体験が行われました。
看護師　東　園子

　平成 31年 4月27日（土）に大阪国際会議

場で開催された「日本感染管理ベストプラクティ

ス“Saizen 研究会第 14 回セミナー」でベスト

プラクティス賞を受賞しました。

本研究会は、医療施設・介護施設・在宅におけ

る医療関連感染を最小限にする実践的な改善プ

ログラムの研究を通じて、その成果を医療従事

者に普及させ改善を支援するものです。

　私は、中央手術室所属で胃カメラ室に勤務を

しております。

胃カメラ室は、患者さんの体液・分泌物の飛散

が多く発生する場所であり、患者さんを感染か

ら守るための対策はとても重要です。

　今回は、胃カメラ室での感染対策への取り組みを、感染対策室の辻認定看護師（感染管理）と

ともに、ポスターで発表しました。全国から、たくさんの施設が参加している中で、ベストプラク

ティス賞（各発表会場での最優秀賞）をいただくことができました。

　これからも、患者さんに安全で、安心な医療・看護を届けられるよう一層頑張っていきます。

　　　　　　　　　　

　令和元年 8月2日（金）に高校生を対象にした「一日

看護体験」があり、23人が参加しました。

　まず病院事務長から、病院の概要や基本理念、患者

数や職員の状況の説明があり、看護部長からは、「医療

現場の状況や患者さんと向き合い、寄り添うことができ

る看護を目指して努力しています。この地域の医療を維

持するためには若い力が必要です」と呼び掛けた。説明

後に高校生は、白衣に着替えて看護体験を行い、体験後には、「看護師、助産師になりたいという

気持ちが一層強くなりました。」と意欲を見せていました。

　外来棟と病棟を結ぶ2階渡り廊下に、尾鷲中央公民館　写真

サークルの皆様に、毎月ご協力いただいている展示の写真が入

れ替わりました。季節を感じられる写真が展示してあり、心安ま

る写真がたくさん展示してあります。診察までの、待ち時間やお

見舞いの際に一度ご覧ください。素晴らしい作品で力作です。

写真サークルの写真を展示し

尾鷲総合病院施設・敷地内全面
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　外来棟と病棟を結ぶ2階渡り廊下に、尾鷲中央公民館　写真

サークルの皆様に、毎月ご協力いただいている展示の写真が入

れ替わりました。季節を感じられる写真が展示してあり、心安ま

る写真がたくさん展示してあります。診察までの、待ち時間やお

見舞いの際に一度ご覧ください。素晴らしい作品で力作です。

毎月写真が変わります

　健康増進法の「受動喫煙の防止」に基づき、当病院

におきましても、公共の施設として社会責任と、ご来

院等される皆さまの健康を守る医療機関の努めとし

て、病院施設敷地内全面禁煙を実施しております。こ

れからも、さらに良好な医療環境を提供するため、皆

様のご協力をよろしくお願します。建物内、駐車場（車

内）など屋内外を問わず全敷地内での禁煙にご理解

とご協力をお願いいたします。

尾鷲総合病院施設・敷地内
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　健康増進法の「受動喫煙の防止」に基づき、当病院

におきましても、公共の施設として社会責任と、ご来

院等される皆さまの健康を守る医療機関の努めとし

て、病院施設敷地内全面禁煙を実施しております。こ

れからも、さらに良好な医療環境を提供するため、皆

様のご協力をよろしくお願します。建物内、駐車場（車

内）など屋内外を問わず全敷地内での禁煙にご理解

とご協力をお願いいたします。

●職員、病院関係者はもとより、患者さん、ご家

族、お見舞いの方すべての来訪者に全面禁煙

をしていただくことになります。

●従来のタバコだけでなく、加熱式タバコを含め

て敷地内では喫煙できません。

●防火管理上、トイレや人目につかない場所で

の喫煙は、大変危険ですので絶対にお止めく

ださい。

東看護師辻認定看護師


