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病院長就任挨拶

　本年 4 月 1 日ひだか病院長の職を拝命しました。もとより微力ながら職務に専心努力す
る所存ですので、皆様よろしくお願い申し上げます。私は 1980 年に和歌山県立医科大学
を卒業後、脳神経外科学教室に入局し、1997 年当院脳神経外科に赴任しました。以後、
当地の脳神経外科診療にたずさわって 23年になります。
　さて、院長就任後は、日々事態が変化する新型コロナウイルス感染症の対策に追われる
毎日です。従来からの 4 床の感染症病棟に加え、2 階病棟を感染症専用に転用し、新型コ
ロナウイルス感染の蔓延に備えています。感染拡大の規模は最悪を想定し、対策は大きく
構えました。唯、結果的には、新型コロナウイルス感染者は予想外に少なく、増床した感
染症病床を使用する必要が無かったというのが、この地域の方々にも当院にも最も良いこ
とと考えています。新型コロナウイルス感染症の今後の推移は不確実ですが、行政とも連
絡を密にし、この試練を乗り切っていきたいと思います。当院は、今年で誕生から 71 年
になります。この間、幾多の困難がありました。今回の感染症も職員の皆様の力の結集で
乗り越えるものと信じています。
　院長就任時の所信表明で述べましたが、当院の強みは、単独で五疾患（精神疾患、がん、
糖尿病、心筋梗塞、脳卒中）、五事業（救急、災害、へき地、小児救急、周産期医療）を遂
行可能であることです。これは歴代の病院長が強調してきたことであり、今後もこの路線
は堅持したいと思います。また、病院は地域の重要なセーフティーネットのひとつです。
急な疾病や外傷に襲われた方の不安は計り知れないものがあり、救急医療は医療の原点か
と思います。地域の中核病院として、しっかりと対応し、住民の方々に信頼と親しみをも
たれる続ける病院でありたいと願います。
　令和の時代を迎えましたが、新型コロナウイルス感染症に襲われ鬱屈とした日々が続い
ています。しかしながら、当院は、新型コロナウイルス感染症以外の多種多様な疾患に従
前と等しく対応する責務があり、我々の克服すべき課題は多々あります。病院長として病
院運営の舵取りに全力をそそぎ、日々生じるひとつひとつの事柄に着実に対応して参りた
いと思います。

ひだか病院

病院長　尾﨑 文教
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　COVID-19 が中国で発生しその情報が報道され始めて 1ヶ月ほどで和歌山県でも初
の感染者が発生しました。ものすごい早さです。その後はご存じの通り日本国内のみ
ならず、世界中で流行し感染者も死亡者も増える一方です。
　幸い和歌山県では、感染者が発生しても感染の輪を速やかに断ち切る事に成功して
おり、大規模な流行を阻止する事が出来ています。大規模な流行を阻
止できている要因の一つが保健所による接触者調査の徹底です。今回
の COVID-19 では従来の接触調査だけでなく感染者の行動で共通の
感染経路を探しだし、網羅的に把握を行い感染しやすい経路を防いで
いく試みがなされています。
　その手法が報道で言われているクラスター調査や三密対策です。そ
の重要なクラスターを見つけ出し、対策を推し進めていく重要な組織が保健所なので
すが、あまりその活躍が世間で知られていないのが非常に残念です。
　COVID-19 ですが、困ったことにとてもスマートな感染症で対策をたてる側として
は非常に苦労します。潜伏期間は 5～ 14 日ですぐに発症しないため感染
者がいろんな場所に移動ができます。また多くの場合、風邪のような症
状で軽くすむため感染者は行動的です。
　感染者の発見が難しいので、日頃から感染症の有無に関わらず防護を行
う標準予防策をしっかり行う必要があります。標準予防策は必要な防護具
を正しく選択し防護する必要があり対策する側もスマートさが求められま
す。正しい行動を確実にとるためには習慣付けも必要です。急にしっかり
やろうとしても手順を間違えたり、手の消毒を忘れたり、誤った方法で防
護具を着用したりと色々とボロがでます。従って、感染対策は感染症が流
行してから慌ててするものではなく、日頃から備えて正しい取り組みを行い続ける事が
重要です。この感染症が、今後どのような経過をたどるか分かりませんが、今後も当院
の感染対策の質向上のため頑張っていきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) について

感染対策室
感染対策担当者
上道 雅和



7階病棟の改修工事を終えて

　7 階病棟は、産科・婦人科・小児科・内科・眼科などの混合病棟です。それぞれの年齢
に幅広く対応し、配慮した医療と看護を提供しています。 
　昨年、7 階病棟は一部改修工事が行われました。周産期の包括的支援、産後ケアをさら
に充実させるため、妊産婦が集まり気軽におしゃべりができるデイルーム、退院指導や栄
養指導が行われ情報交換の場となっています。また、小児科入院患者らが遊べるキッズルー
ムが新設されました。2 人部屋を個室に 6 人部屋を 4 人部屋に改修し病床数は 29 床（内
　重症新生児室３床）となりました。調乳室、授乳室、トイレ、風呂場、洗面所、陣痛室
なども一新され綺麗で温かみのある快適な空間に生まれ変わりました。また、1 月から産
婦人科外来と病棟が一元化となり機能しています。4 月から産後ケア事業もはじまりまし
た。地域との繋がりを大切に治療・看護の連携がスムーズになり、継続した看護を提供し
切れ目のない支援にあたっていきたいと考えております。

7 階病棟師長　小早川美賀
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キッズルームキッズルーム

デイルームデイルーム

調乳室調乳室
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小児科　医師

趣味：バスケットボール、トランペット
駆け出しの小児科医です。まだまだわからないことばかりな
ので、貪欲に経験を積んでいきたいと思います。
ご指導の程よろしくお願いします。

整形外科　医師

趣味：テニス・ダイビング
至らぬ点も多いかと思いますが、精進しますので、ご指導の
程宜しくお願い申し上げます。

外科　医師

趣味：バドミントン、ランニング、外科の仕事
済生会有田病院から赴任しました。
24年ぶりのひだか病院です。
どうぞよろしくお願い致します。

佐原　稚基 小児科　医師

趣味：キャンプ
人に優しく、自分にも優しくありたいと思います。
地域の小児医療に貢献できるように努めます。

産婦人科　医師

趣味：海外ドラマ
御坊のおすすめスポットなどあれば教えて頂けるとうれしいです。
ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、よろしくお
願い致します。

第一内科　医師

趣味：映画
まだまだ仕事に慣れませんが早くお役に立てるようがんばり
ます。
よろしくお願いします。

深海　三恵松田　香穂

第二内科　医師

趣味：水族館巡り
内科医としてひだか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、日々精進していきたいと思っ
ています。よろしくお願い致します。

第二内科　医師

趣味：ソフトテニス
まだまだ至らないことも多いですが、患者さんに寄り添った
診療ができるよう一生懸命頑張ります。よろしくお願い致し
ます。

岩橋　真子武内　菜摘

臨床研修医

趣味：ゲーム・読書　特技：ボウリング
わからないことばかりですが、2 年間で色々学んでいきたい
と思います。
よろしくお願い致します。

２階病棟　看護師

趣味：DIY、家庭菜園
電子カルテが初めてで先輩方にはご迷惑をかけてばかりです
がマイペースでがんばります。

２階病棟　看護師

趣味：カラオケ、ショッピング
日高看護専門学校の一期生です。授業や実習でお世話になっ
た医師や看護師の皆様と一緒に働けることが嬉しいです。同
期の看護師もたくさん働いているので心強いです。一生懸命
頑張ります。よろしくお願いいたします。

藤原　美月

２階病棟　看護師

趣味：映画鑑賞
よろしくお願いします。

２階病棟　看護師

趣味：テニス
一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

楠本　紗千

回復期リハビリテー
ション病棟　看護師

回復期リハビリテー
ション病棟　看護師

趣味：車、ドライブ
4月からお世話になることになりました三田依美です。
皆様にご迷惑をお掛けすることもありますが、ご指導よろし
くお願い致します。
１日でも早く職場になれるよう努力して参りたいと思います
のでよろしくお願いします。

趣味：旅行
不安な事もたくさんありますが、信頼される看護師になれる
よう頑張っていきたいと思います。

西　あす佳三田　依美

鈴木　景 野中　研人

和田　卓三

中村　裕一

永岡　敏秀

西出　暉



(６)

４階病棟　看護師

趣味：バレーボール
よろしくお願いします。

５階病棟　看護師

趣味：カラオケ
初めての科で分からない事ばかりですが一生懸命勉強を頑張
ります。

４階病棟　看護師

趣味：音楽鑑賞
よろしくお願いします。

４階病棟　看護師

趣味：映画鑑賞
頑張ります。よろしくお願いします。

５階病棟　看護師

趣味：スキューバダイビングなど海での遊び
まだまだ慣れない環境で覚える事も多く、緊張の毎日ですが
先輩方にご指導頂きながら日々頑張っています。笑顔を忘れ
ず、患者様はもちろんご家族の想いにも寄り添い個別性のあ
る看護を心がけます。よろしくお願い致します。

５階病棟　看護師

趣味：旅行
笑顔を忘れず患者さんやご家族に寄り添い、安全安楽な看護
を提供していけるよう、先輩方にご指導いただきながら頑張
りたいと思います。

川﨑　篤子

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味：ゲーム
がんばります。

外来　視能訓練士

趣味：ドライブ
早く一人前の仕事ができるようにがんばります。

石橋　捺葵

日高看護専門学校　
専任教員

趣味：ハンドメイド
学生とともに成長していけるよう頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

薬剤部　薬剤師

趣味：料理
日々 1 つずつでも学び、少しでも早く皆様のお役に立てるよ
う力を尽くして仕事に取り組んで参りますのでよろしくお願
い致します。

臨床検査科　
臨床検査技師

スタッフの方々に助けて頂き日々楽しく仕事をしています。
検査科及び病院に貢献できるように精進していきます。

津村　知絵

臨床検査科　
臨床検査技師

趣味：ソフトテニス
一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

画像診断センター　
診療放射線技士

趣味：料理
一生懸命頑張るので、よろしくお願いします。

寒川　沙恵

栄養科　管理栄養士 栄養科　管理栄養士

趣味：旅行
食事・栄養の面から治療のサポートができるよう精一杯頑張
ります。
よろしくお願いします。

趣味：カフェ巡り
一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。

田淵　朱莉阪本　久美子

北山　竜雅

松元　真実片山　久美子

西原　正和

嶋﨑　雅美

大嶋　樹

森本　昌子

小川　志織

田中　宏育



リハビリテーションセンター　
言語聴覚士

趣味：釣り
5 月より入職させて頂きました。早く業務に慣れ、皆様のお
役に立てるように精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い
します。

精神リハビリテーション科　
精神保健福祉士

趣味：ウィンドウショッピング、子どもと遊ぶ
患者様とその御家族の気持ちに寄り添った支援ができるよう
頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。

臨床工学科　
臨床工学技士

趣味：テニス、体を動かすこと
臨床工学技士として一生懸命がんばっていきたいと思います
ので、皆様よろしくお願いします。

米地　勝哉

柴田　恭佑
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病院長　尾﨑　文教

〒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/
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おめでとうございます☆

令和 2年 1月 1日
●和歌山地域糖尿病療養指導士認定
　近田　有紀子

令和 2年 1月 31日
●施設基準管理士認定
　堀江　敏広

令和 2年 4月 1日
●診療情報管理士認定
　藤本　順智

令和 2年 4月 1日
●認定実務実習指導薬剤師
　土代　将也

表彰・認定・研修修了者等表彰・認定・研修修了者等

おめでとうございます☆

令和 2年 1月 1日
●和歌山地域糖尿病療養指導士認定
　近田　有紀子

令和 2年 1月 31日
●施設基準管理士認定
　堀江　敏広

令和 2年 4月 1日
●診療情報管理士認定
　藤本　順智

令和 2年 4月 1日
●認定実務実習指導薬剤師
　土代　将也

竹中　真登加

医事課　事務員

趣味：ゴルフ
宜しくお願いします。

谷脇　功治

ひ　だ　か　病　院

医事課　事務員

趣味：サッカー観戦
よろしくお願いします。

廣瀬　晋




