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〒６４４－０００３　
御坊市島２３２－８
電話番号　０７３８－２２－２２２８

井 本  内  科

診療科　
   内科、消化器内科、
　呼吸器内科

院長　井本　和也

い　も　と　な　い　か

(２)

午前9:00～ 12:00

午後2:00～　6:00

月 土金水火 木

※木、土曜日は午前診のみ　　日曜、祝祭日は休診

●院長からのメッセージ●院長からのメッセージ
　当院は昭和 42 年に先代の院長の井本裕美が開設し、18 年前より私と
2 人で診療をしてきましたが、6,7 年前に前院長が一線を退くことにより
私が引き継ぐことになりました。
　当院の立地は、大通りより少し入った所で、少しわかり難いです。具体
的には 18ｍ道路と御坊市役所をつなぐ大浜通りには小さな橋があり、そ
の近くの石材店から壁面に書かれている当院の看板が覗き見えます。
　診療科は内科全般で、可能な検査は胸腹部レントゲン、心電図、腹部エ
コー、胃カメラです。　
　往診もおこなっております。
　当院のプチ自慢は開業当初より働いている大きくて黒い振り子時計です。

●国保日高総合病院に期待すること●国保日高総合病院に期待すること
　診断に苦渋する患者さん、重症で入院を必要とする患者さん、急速に症
状の進行する患者さんを受け入れて頂き感謝しております。
　当地域においても高齢化に伴い紹介患者さんが増加し、貴院のご負担が
増えていることが予測されますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　もし、退院した患者さんが往診を必要とした場合は、是非御紹介をお願
いします。



(３)

　４月１日から精神リハビリテーション科ができました。今まで精神科に所属して主に精神科に
かかわる仕事をしてきた公認心理師・臨床心理士２名、作業療法士４名、精神保健福祉士４名、
助手１名が、精神リハビリテーション科に所属することになりました。
　精神リハビリテーション科として今までと同様に、精神科デイケア、精神科作業療法室、精神
科訪問看護、心理療法室、精神科医療相談室、認知症疾患医療センターにおいて、精神科の患者
様及び他科からの紹介の患者様にも積極的にかかわっていきます。
　自分が働きだした平成８年は精神科のデイケアが始まった頃でした。当時医師、看護師以外の
精神科スタッフは精神保健福祉士と心理士の２名だけでした。このデイケア開設によって、当地
方でも入院中心だった精神科医療が地域で生活しながら治療を続ける方向に変化していくことに
なりました。その変化に合わせ２０年の間に精神科のコメディカルスタッフも増えていきました。
それでもまだ長期間入院されている方もいらっしゃいます。
　また認知症にかかわる仕事が増えてきたという変化もあります。認知症疾患医療センターもで
きましたが、当センターでは昨年度で２９８件の認知症鑑別診断や、４３６件の相談を受け、市
町や保健所、介護事業所などと相談連絡業務も行いました。これは２０年前にはなかった業務です。
　このように社会状況の変化とともに、病院を利用される方も変化してきました。そのような変
化に寄り添いながら、これからは科として精神にかかわる治療やリハビリテーションにかかわっ
ていきます。よろしくお願いいたします。

精神リハビリテーション科科長　公認心理師・臨床心理士　石橋玄

精神リハビリテーション科について



(４)

　平成 31 年 2 月 2 日（土）和歌山市の和歌山県勤労福祉会館において『災害時における地域連
携～災害への備えと災害に強い地域連携を目指して～』をメインテーマに、当院が主催者となり
学術集会を開催しました。
　この学術集会は、医療現場における質の高いマネジメントやその手法の調査・研究・開発と普及、
標準化を目指して、医療関係者が一堂に会し、最新の研究成果を発表する場です。
　当日は、特別講演 2題、ランチョンセミナー 1題、口演 31 題、示説 16 題の発表があり、活発
な意見交換が行われました。
　特別講演１では、テレビなどのメディアにもご出演されている著明な先生である神戸学院大学
現代社会学部社会防災学科 教授 中田敬司 先生をお迎えし、「地域における防災対策と医療機関が
準備すべきこと」をテーマに、直近での実災害である西日本豪雨等での経験を踏まえながら、わ
かりやすく、時には笑いもはさみながら、ご講演いただきました。
　ランチョンセミナーでは、亀田総合病院の臨床検査技師であり日本 DMAT 隊員である太田麻衣
子 先生をお迎えして、「災害に強い県を目指して～千葉県災害医療体制強化に向けた取り組み～」
をテーマに、災害時におけるロジスティクスの活動を中心としてご講演をいただきました。

学術集会会長　　　　
　病 院 長　曽和正憲　

　庶務課長　藤本順智

日本医療マネジメント学会第１４回和歌山支部学術集会を終えて日本医療マネジメント学会第１４回和歌山支部学術集会を終えて



(５)

　特別講演２では、漫画「コウノドリ」の災害医療編でのモデル兼監修をされました国立病院
機構災害医療センター厚生労働省 DMAT 事務局 岬美穂 先生をお迎えし、「和歌山県における
災害医療の取り組みの現状と地域医療連携の重要性」をテーマに、国の災害訓練で和歌山県担
当として経験され、課題となったことなどを中心にご講演をいただきました。
　また、一般演題では各施設の様々な職種の方々より 47 題という多くの発表が行われ、活発
な議論で会場内が熱くなっていました。
　和歌山県においては、先の台風 21 号での長時間の大規模停電による医療機関のライフライ
ンの重要性を再認識したところであり、今後来るべき南海トラフ地震に向け、今学術集会にお
いて発表された様々なテーマ・取り組みについて、各施設において検討していく必要があるの
ではないでしょうか。
　最後に、第 14 回学術集会に対しての役員の皆様方のご支援、並びに院外、院内の関係者の
皆様の多大なご協力があり、今回の学術集会を盛大かつ成功裡に終えることができましたこと、
厚く感謝いたします。



(６)

第二内科　医師

今年の 4 月から日高総合病院で勤務させて頂いております。
精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。

小児科　医師

趣味：寺社仏閣巡り　　特技：弓道
小児科医として日高病院に配属されたばかりで、ご迷惑をか
けることも多いと思いますが、自分にできることを模索しな
がら日々精進していきたいと思っています。

第一内科　医師

趣味：昼寝
１人でも多くの患者さんのお役に立てるよう一生懸命努力し
ます。
よろしくお願いします。

汐﨑　綾子

小児科　医師

趣味：カメラ・水泳　　特技：カラオケ
小児科では、神経とアレルギーを勉強中です。家では娘との
時間の作り方を模索中です。お願いします。

泌尿器科　医師

趣味：読書　
2019 年 4月から公立那賀病院より当院に赴任致しました。
約 4 年ぶりに当院へ戻って参りました。御指導の程宜しくお
願い申し上げます。

小倉　秀章 第二内科　医師

趣味：温泉・ドライブ
4 年のブランクをひしひしと感じますが、また頑張りますの
でよろしくお願いします。

宮脇　幸

上野山　仁美

西川　香瑠

臨床研修医

趣味：旅行・読書　　特技：英会話
色々な先生方からたくさんの事を学んで充実した二年間を過
ごせればいいなと思っております。どうぞよろしくお願い致
します。

恩地　菊乃

外来　看護師

趣味：YOGA　　特技：簡単な英会話
まだまだ慣れないことばかりですが、常に患者、家族の“ い
たみ ”に寄り添えるよう頑張りたいです。よろしくお願い致
します。

青岸　美帆

２階病棟　看護師

趣味：多肉植物の寄せ植え　　特技：メガネのお手入れ
至らぬ点も多いかと思いますが、一生懸命頑張りますのでよ
ろしくお願いします。

２階病棟　看護師

趣味：旅行　　特技：スポーツ
信頼される看護師になれるように頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

大畑　夏実

加藤　晶子

４階病棟　看護師

趣味：映画鑑賞、ドライブ
がんばります。よろしくお願いします。

回復期リハビリテーション病棟
看護師

趣味：ゲーム、読書　　特技：速読
より良い看護を提供できるように、先輩方から技術と知識を
学び、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

奥田　紗己

５階病棟　看護師

趣味：読書　　特技：ギターが少しだけ弾けます
いつも笑顔で患者さんに元気をあげられるような看護師を目
指して頑張ります。

４階病棟　看護師

趣味：テレビ鑑賞　　特技：バレーボール
一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。

黒﨑　海里

清山　美南 ５階病棟　看護師

趣味：バレーボール　　特技：早起き
今は日々の仕事を覚える事に必死で緊張と不安ばかりですが、
患者様の前では笑顔を忘れず、また５階病棟で知識と技術を
学び成長していきたいと思っています。

林　しのぶ

大川　穣

前田　真範



臨床検査科　
臨床検査技師

趣味：ゲーム、ＰＣ
よろしくお願いします

栄養科　
管理栄養士

趣味：料理　　特技：卵焼きをきれいに焼くこと
少しでも早く業務に慣れ、皆様の力になれるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

樫合　美華

手術室・中央材料室
看護師

早く仕事を覚えられるようになりたいです。

精神科３階病棟
看護師

趣味：映画鑑賞　　特技：バレーボール
分からないことが多く不安もありますが、初心を忘れず毎日
元気に頑張りたいと思います。

山田　麻希

栄養科　
管理栄養士

趣味：読書　　特技：すぐに寝れること
至らない点も多々あると思いますが、頑張りますので、よろ
しくお願いします。

精神リハビリテーション科
精神保健福祉士

至らないことばかりですが、よろしくお願いいたします。

小川　愛未

精神リハビリテーション科
公認心理士

趣味：ＤＶＤ鑑賞
日々、学ばせて頂きながらの臨床活動となりますが、どうぞ
よろしくお願い致します。

庶務課（システム管理室）
事務員

趣味：観劇　　特技：タイピング
よろしくお願いいたします。

古久保　香本林　友梨

阪本　奈々美

落合　雄一

新川　裕也
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病院長　曽和正憲

〒644-8655　和歌山県御坊市薗１１６番地 2
TEL0738-22-1111( 代表 )

http://www.hidakagh.gobo.wakayama.jp/

国　保　日　高　総　合　病　院 (７)

表彰・認定・研修修了者等
おめでとうございます☆彡
2019 年 1月 1日
●感染制御認定臨床微生物検査技師（ICMT）
　寺嶋　優

2019 年 3月 22日
●診療情報管理士
　堀江　敏弘

2019 年 4月 1日
●超音波検査士認定
　前田　美奈

2019 年 4月 1日
●Ai 認定診療放射線技師
　弓倉　拓

2019 年 5月 21日
●日本災害医学会認定
　災害医療ロジスティック専門家
　藤本　順智

表彰・認定・研修修了者等
おめでとうございます☆彡
2019 年 1月 1日
●感染制御認定臨床微生物検査技師（ICMT）
　寺嶋　優

2019 年 4月 1日
●診療情報管理士
　堀江　敏弘

2019 年 4月 1日
●超音波検査士認定
　前田　美奈

2019 年 4月 1日
●Ai 認定診療放射線技師
　弓倉　拓

2019 年 5月 21日
●日本災害医学会認定
　災害医療ロジスティック専門家
　藤本　順智

　2019 年 4月より、前の用度課整備係が、
施設管理課として新設されました。人員は
5 名で、業務内容は主に、病院設備の中央
監視、維持管理、点検修理業務や中央材料
室での滅菌業務等を行っています。
　業務の都合上、職員や患者の皆様にはご
迷惑をお掛けすることがあると思います
が、ご協力の程よろしくお願い致します。

施設管理課長　白樫　正敏

施設管理課が新設されました

５階病棟　看護師

趣味：旅行
５階病棟に配属になりました。分からないことや出来ないこと
もまだまだありますがスタッフの方々に教えて頂きながらの毎
日です。患者さんとその家族の気持ちに寄り添い信頼されるよ
うに頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。

地域包括ケア病棟
看護師

よろしくお願いします。

小林　裕里横畑　佳美



国 保 日 高 総 合 病 院　　ＴＥＬ：０７３８－２２－１１１１（代表）


