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事務長就任挨拶

　このたび、4 月 1 日付けをもちましてひだか病院事務長に就任 いたしました松根と申
します。
　昨年よりの日本国内及び世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルスの国内第４波の
大変な時期に、事務長就任が重なりました。
　その間、コロナ感染症患者の受け入れと同時に、高齢者へのワクチン接種についても構
成市町より協力要請があり、当院としても積極的に応えているところです。
　まずは、この対応に関して院長をはじめ職員皆様方のご協力の賜であること、この場を
お借りし、改めて心より御礼を申し上げる次第です。
　私の今までの経歴を少しお話いたしますと、当院には平成元年に就職し、庶務課・用度
課を中心に病院の事務運営に取り組んでまいりました。 
　私が就職し、はや３０年の月日が過ぎました。この間医療・病院を取り巻く環境が激変
する中で、就職した時とはまるっきり違うスピードで物事が進んでいることを改めて実感
しています。
　人口減、少子高齢化が進んでいく中で、大げさになりますが、今こそ病院の生き残りを
かけた施策が必要になっていることを痛感いたします。
　２０２５年を見据えて、地域医療構想、地域包括ケアシステムが御坊保健医療圏におい
ても活発的に議論、施策の実行が行われています。そのような流れの中、改めて当院がで
きることについて、職員皆の知恵を絞って、その対策にあたっているところです。課題が
山積しており、どれから手をつけて行けば良いのか正直思いあぐねています。
　病院運営上の課題 を見出すために、平成 28 年度末にひだか病院新改革プランを策定し
ました。
　このプランを理想としますが、理想で終わらすのではなく、現実の目的、目標にしてい
くことが私の勤め・責務であると自分自身に言い聞かせています。
　「言うは易く行うは難し」と思いますが、職員一人一人に改革プランへの思い・熱が伝
わるよう・伝えられるよう取り組んでいきます。
　今一度、健全経営という言葉の重みを受け止め、ひだか病院の基本理念である 「皆様に
親しまれ信頼される病院を目指します」 のもと、改めて、地域の皆様に信頼される病院づ
くり・より地域に根ざした病院づくりに、任期期間は全身全霊を尽くして参りますので、
職員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

ひだか病院

事務長　松根博司
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　世界中で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が大流行し、我が国も感染患者
の増加により、各地で病床の逼迫や医療崩壊の危機に直面する状況になりました。そ
こで国は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生を出来
る限り減らして、結果として新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を図る目的で新型
コロナワクチンを導入しました。ワクチン接種の対象として、感染患者への対応で感
染リスクが高く、かつ医療提供体制を確保するために、医療従事者を最優先として令
和 3年 2月 17日から先行ワクチン接種を開始しています。
　当院も第 2 種感染症指定医療機関として、いち早く新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に対応しているため、医療従事者向け先行接種の対象機関となりました。
医療従事者等のワクチン接種は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の観点から
も接種は望まれますが、強制ではないため、全職員を対象に接種希望者を募り、本人
同意のもとで 3 月 8 日から 1 回目、3 月 29 日から 2 回目の新型コロナワクチンの接
種を開始しています。ワクチン接種は、通常 2 回接種が推奨されており、1 回目の接
種から 3 週間後に 2 回目の接種を受けます。3 週間を超えた場合でも、1 回目から 6
週間後までなら 2回目接種が可能であるため、目安にするといいでしょう。
　4 月 5 日からは、地域の開業医関係の方々を対象に新型コロナワクチン接種 1 回目
を実施し、3 週間後の週に同様に 2 回目を実施しており、その後も 5 月 24 日から管
内の消防・保健所・薬局関係等、次いで 6 月 2 日から看護学生の 1 回目、6 月 14 日
から同 2回目等、順次、地域の方々のワクチン接種を実施しています。
　コロナワクチン接種後、副反応の出現は個々によって様々ですが、一般的に 1 回目
より 2 回目の方が症状が強く現れる傾向があります。主に注射部位の痛みや関節・筋
肉痛、発熱、頭痛、疲労感等があり、概ね 2～ 3日で症状は軽快します。まれにアナフィ
ラキシー（急性のアレルギー反応）が出現する方もいますが、6 月 18 日現在まで約
1,480 名のワクチン接種を実施し、重篤な副反応は認めていません。
　今後、6 月 21 日からは、毎週月曜に管内の高齢者を対象にワクチン接種を予定し
ており、7 月には大規模接種も計画しています。その後も基
礎疾患を有する方々等、地域の基幹病院として市町と連携を
図りながら、一日も早く地域の方々が新型コロナワクチンの
接種を終えて、安心して生活が出来るように、皆で力を合わ
せて、地域に貢献できるように取り組んでいきます。

コロナワクチンについて
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泌尿器科　医師

趣味・特技等：サッカー
まだまだ至らない点もあるかと思いますが、精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

第一内科　医師

趣味・特技等：映画鑑賞
４月からお世話になります。
美浜町育ちなので、慣れ親しんだ地元に貢献できるよう頑張
ります。

小児科　医師

趣味・特技等：旅行・ドライブ
地域医療に貢献できるよう精一杯頑張ります。
よろしくお願いいたします。

津野　嘉伸 精神科　医師

趣味・特技等：朝のランニング
患者様に何が必要なのかを常に考えて治療に励む所存です。
よろしくお願いいたします。

産婦人科　医師

趣味：三代目 J SOUL BROTHERS鑑賞
まだ色々と不慣れではありますが、少しずつできることを増や
せるよう日々頑張っています！どうぞよろしくお願いします。

第一内科　医師

趣味・特技等：おいしいご飯とお酒を楽しむこと。
研修医を終えたばかりでまだまだ分からないことだらけです
が、どうぞよろしくお願いします。

加藤　真衣西村　美咲

第一内科　医師

趣味・特技等：お酒を飲むこと・旅行
４月からひだか病院第１内科で働くことになりました塩谷悠
です。
まだまだ未熟ですが、頑張りますのでよろしくお願いします。

第二内科　医師

趣味・特技等：映画鑑賞
御坊での生活にも少しずつ慣れてきました。
日々の診療をしっかり行っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

谷河　育朗塩谷　悠

臨床研修医

趣味・特技等：果樹を育てる事
まだまだ至らない点が多々あるかと思いますが、常に感謝の
気持ちを忘れず日々頑張りますので、よろしくお願いします。

芝野　秀哉

玉置　敦之

藤川　未季

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：音楽鑑賞
患者さん、家族さんの前では笑顔を忘れず、より良い看護を
提供できるよう頑張ります。よろしくお願いします。

趣味・特技等：ドライブ・ネットショッピング
病棟の雰囲気にも少しずつ慣れてきました。自信をもって働
けるようこれからも頑張っていきます。

松本　勇真的場　由起

伊豫　はるか

副院長　　　　西森　敬司
副院長　　　　西川　　泉
医療技術部長　巽　　政仁
薬剤部長　　　川口　啓介

令和 3年 4月 1日付けで、新たに就任いたしましたのでお知らせします。

就任のお知らせ就任のお知らせ
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４階病棟　看護師

趣味・特技等：散歩・映画をみること
一生懸命頑張ります！

５階病棟　看護師

趣味・特技等：音楽を聴くこと・韓国ドラマをみること
早く仕事を覚えられるようにがんばります。よろしくお願い
します。

４階病棟　看護師

趣味・特技等：スポーツ観戦・バレーボール
慣れるまでご迷惑をかけると思いますが、よろしくお願いし
ます。

４階病棟　看護師

趣味・特技等：読書・テニス
患者さんに寄り添い、信頼される看護師になれるよう頑張り
ます。

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味・特技等：旅行
数年ぶりの病棟勤務でご迷惑をおかけすることもあると思い
ますが、初心を思い出して頑張りたいと思います！！よろし
くお願いします。

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味・特技等：釣り
まだ、分からないことがいっぱいで不安もありますが、日々、
学び頑張っていきたいと思います。

地域包括ケア病棟　
看護師

趣味・特技等：お菓子作り
まだ仕事が始まって２か月で、緊張や不安でいっぱいですが、
看護師として患者さんに寄り添える看護をしていけるよう頑
張っていきたいです。

７階病棟　助産師

趣味・特技等：ショッピング・音楽鑑賞・寝ること
新人助産師として勤務させて頂いています。
明るく、元気で笑顔を忘れず、精一杯頑張ります。よろしく
お願いします。

和田　萌

７階病棟　看護師

趣味：野球観戦
毎日覚えること、勉強することだらけで大変ですが、病棟の
皆さんが優しく指導してくださって充実した日々を送ってい
ます。笑顔と元気を大切にしてこれからも頑張ります！！

外来　看護師

趣味・特技等：ネットショッピング
３月までパート職員で勤務していて、４月より正規職員とし
て勤務させて頂くことになりました。生活リズムがなかなか
つかめませんが頑張ります。よろしくお願いします。

５階病棟　看護師

趣味：ロードバイク・映画鑑賞・高校野球観戦・お笑いのテ
レビ鑑賞　　特技：野球
６月から５階で働いています。よろしくお願いします。
ラーメンが大好きで、よくラーメン屋さん巡りをしています。
あと、カレー屋さん巡りもしています。おすすめのところあ
ればぜひ教えてください！

薬剤部　薬剤師

趣味・特技等：野球観戦
久々にバッティングセンターで汗を流したいです。

臨床検査科　
臨床検査技師

趣味：漫画を読むこと　　特技：暗算
まだまだ不慣れで皆様にご迷惑をかけることが多いと思いま
すが、皆様のお役に立てるよう努力いたしますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

岩垣　さくら

臨床検査科　
臨床検査技師 リハビリテーションセンター　

作業療法士趣味：お散歩・旅行　　特技：エレクトーン
早く皆様のお役に立てるよう努力してまいります。
よろしくお願い致します。 趣味：スイーツを食べること、ストレッチ

いつも笑顔を心がけて頑張ります。よろしくお願い致します。

玉置　知代
赤松　花音

小畑　夏美

西山　美穂

上出　由実子

玉置　玲奈

精神科２階病棟　
看護師

趣味・特技等：ゲーム・釣り
精神科特有の看護・援助を学び行わせて頂き、楽しく働かせ
て頂いています。
仲良くして頂けるとありがたいです。

田中　大晴

坂本　真季

前田　修作

リハビリテーションセンター　
作業療法士

趣味・特技等：バレーボール
頑張ります。よろしくお願いします。

河端　隼斗

奥野　美奈

橋本　陸

溝口　昌生

児嶋　来夢

上本　雅人
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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/
ひ　だ　か　病　院

表彰・認定・研修修了者等
おめでとうございます☆
令和 2年 4月 2日
●日本精神科看護協会和歌山県支部表彰
　林　　茂

令和 2年 6月 27日
●和歌山県看護協会長表彰
　中野　文代

令和 2年 11月 21日
●和歌山県精神保健福祉協会表彰
　正木　伸明

令和 2年 12月 6日
●認知症看護認定看護師
　山本　悠貴

令和 3年 6月 1日
●第１種滅菌技師
　岡前　篤史

令和 3年 6月 23日
●精神保健指定医
　玉置　敦之

令和 3年 6月 26日
●和歌山県看護協会長表彰
　小松　香世美
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●認知症看護認定看護師
　山本　悠貴

令和 3年 6月 1日
●第１種滅菌技師
　岡前　篤史

令和 3年 6月 23日
●精神保健指定医
　玉置　敦之

令和 3年 6月 26日
●和歌山県看護協会長表彰
　小松　香世美

　今年の３月１８日より診療費支払機を 2台設置いたしました。
　わかりやすい画面表示で、また音声ガイダンスに
よる案内もありますので、患者さんもスムーズに操
作できています。
　現金払い、クレジットカード払いに対応しています。
　操作にあたっては、当院の診察券が必要となりま
す。（一部、診察券がなくてもバーコード対応でき
るものもあります。）
　患者さんの会計待ちの時間短縮を考え導入した機械ですので、診療費支払機をどうぞご
利用下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医事課

令和3年4月26日にコンビニエンスショップ“Green Leaves mall”がオープンしました。
　営業時間は平日：8時～ 18時、土・日祝日：8時～ 17時まで（年中無休）。
　イートインスペースを広く設けており、職員専用イートインスペースもあります。また、
各種公共料金の支払いも対応しております。
　新たに、店内パン工房を導入し、焼き立てパンの販売をはじめました。ひとつひとつ丁
寧に焼き上げた、フワッとやわらかいパンを是非一度ご賞味ください。

診療費支払機

新売店のお知らせ
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