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【当院の理念】

【基本方針】

職員一同は、患者さんの権利と

一

立場を尊重し、地域と密着した

二

「安心と信頼をいただける病院」

三

を目指します。

四

国が担うべき政策医療である結核、重症心身障害、神経難病の専門病院と
して診療に力を注ぎます。
呼吸器疾患、神経系疾患、胸部・血管外科の専門病院として診療に力を
注ぎます。
開放型・地域医療支援病院として地域医療の質の向上および地域連携の
充実に貢献します。
臨床研究・臨床試験に積極的に取り組み、医療の質の向上に貢献します。

【患者の権利と義務】
◇患者さんの権利
1.良質で公平な医療を受けられる権利があります。
2.人格や価値観を尊重される権利があります。
3.診療に関して、十分な説明と情報を受ける権利があります。
4.治療法を選択できる権利があります。
5.病気の診断・治療・予後などに関して、他の医師の意見
（セカンドオピニオン）を聞くことができる権利があります。
6.個人情報を守られる権利があります。
7.貴方の診療記録の開示を求める権利があります。

目
２．新年のご挨拶

院長 南方 良章
４．和歌山病院の放射線機器を利用してみ
ませんか
放射線科
診療放射線技師長 大竹野 浩史
６．特定保健指導のご案内

◇患者さんの義務
1.ご自身の健康に関する情報を、できるだけ正確にお伝えください。
2.検査・治療は説明をうけ、十分な理解と納得の上で受けてください。
3.他の患者の治療や医療提供に支障を与えないように配慮してください。
4.医療費の支払い請求を受けたときは、遅滞なくお支払いください。
※和歌山病院は、「患者の権利宣言」（リスボン宣言）を尊重します。

次

経営企画室
７．クリスマス会を行いました
療育指導室
８．外来診療担当表

新年のご挨拶
院

長

南

方

良

章

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は当院を御引立ていただき、誠に
ありがとうございました。
2020年は、まさに新型コロナウイルス感
染症（以下コロナ）の猛威に振り回された
１年でした。他の都道府県に先駆け本県に
おいて病院クラスターが発生したため、全
国から注目を浴びましたが、関係各位のご
努力によりそれ以上の拡大がない状態で一
時収束に至りました。その後はご存知の如
く、全国並びに世界的に感染が拡大し、い
まだ収束の目途は立っておりません。飲食
業や旅行業をはじめとする国内の様々な経
済活動が抑制されたため、政府は補助金の
給付や「ＧｏＴｏキャンペーン」を開始し

れまで厚生労働省は、地域医療構想に基づ

ましたが、感染拡大と経済回復の間で迷走

き病床数削減すなわちダウンサイジングを

状態が続いています。当初７月に予定され

進めてきましたが、コロナの蔓延のためむ

ていた東京五輪の１年延期が決まり、８年

しろ収容病床の確保を推奨する現状に陥っ

近くに及ぶ第２次安倍内閣が９月に突然終

ていることは皮肉な状況であります。他方、

焉を迎えるなど、様々な環境変化もみられ

コロナの影響でリモート会議が増加しまし

ました。

た。何となく不慣れな点は多いものの、世

医療機関では、コロナ患者収容施設はも

界的感染拡大状況を鑑みると、今後の新た

とより非収容施設においても、外来および

な方法として定着する可能性も推察されま

入院患者の減少とそれに伴う経営の悪化が

す。

顕著となり、様々な補助は提案されてはい

さて、院内では、長年当院で貢献いただ

るものの、苦悩を強いられております。こ

いた河本順子診療部長が昨年３月末日で、
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駿田直俊副院長が６月末日で退任され、病

素が山積し、不安定な医療情勢下にはあり

院の体制も大きく転換いたしました。４月

ますが、和歌山病院では、専門分野の診療

から川邊哲也循環器内科医長が診療部長と

はもちろんのこと地域医療支援病院として

して新たに就任され、呼吸器内科に垣貴大

地域住民の健康を守ることに全力を注いで

医師、脳神経内科に神崎和紀医師を常勤医

まいります。そのためには、地域の皆様、

師としてお迎えし、体制の再構築を図りま

医師会や病院・保健所を含む各医療関係者

した。また、小野英也呼吸器センター長を

の方々、消防・教育関係・行政をはじめと

中心とする専門性の高い呼吸器疾患、太田

する数多くの皆様方のご協力が不可欠であ

文典外科医長を中心とする呼吸器・乳腺外

り、皆様とともに力を合わせてこの難局を

科疾患、川邊哲也診療部長による慢性期循

乗り越えてまいりたいと考えています。

環器疾患、岩橋正尋血管外科医長による褥

本年も和歌山病院は全力で頑張りますの

瘡や下肢静脈留を含めた血管疾患、神崎和

で、皆様方のご協力、ご指導を賜れますよ

紀医師による神経難病を含めた脳神経疾患、

う、心よりお願い申し上げます。

諏訪和宏放射線科医長による画像診断、さ
令和３年元旦

らに、西本幸弘小児科医長を中心とした重
症心身障害児者医療など、当院の専門分野
のレベルは従来にも増して向上してきてお
り、同時に地域へのフィードバックに対し
ても積極的に努めております。
一般診療やコロナ患者への対応に加え、
これまで力を注いできた重症心身障害、神
経難病、結核といったセーフティネット医
療も充実化させております。和歌山県神経
難病ネットワークの基幹病院として、神経
難病患者の受け入れやレスパイト入院、重
症心身障害児（者）に対する短期入院や在
宅訪問、当院内に開設している和歌山県結
核相談支援センターにおける、医療関係者
や市民からの相談や問い合わせ対応、県内
全保健所の保健師等が参加し当院にて毎月
開催している結核DOTS会議など、積極的に
活動いたしております。
様々な乗り越えるべき課題や不確実な要
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和 歌 山 病 院の 放 射 線 機 器 を
利 用 し て みませ んか
放射線科 診療放射線技師長

大竹野

浩

史

けていただけます。

国立病院機構和歌山病院放射線科は、当院の
基本方針である政策医療と専門病院の医療に対

和歌山病院は、乳がん検診受託個別医療機関

して、画像診断と放射線治療による診療を通じ

です。御坊市、美浜町、日高町、日高川町、印

てより良い医療の提供に努めています。さらに

南町、由良町の市役所・町役場から、『乳がん

国立病院機構では、地域の医療機関ならびに地

検診』 受診券 を受け取られた皆さま、自費で

域住民の皆様が放射線機器をもっと有効に利用

乳がん検診の受診を希望される皆さまに対して

していただくために放射線機器の共同利用の促

乳がん検診の予約を受け付けております。
新型コロナウィルス感染症拡大の状況ですの

進を行っています。

で、マスク着用でご来院ください。

そこで今回は、乳房Ｘ線撮影装置によるマン
モグラフィ検診とＣＴ装置による単純ＣＴ検査

感染が心配の方は無理をせず、ご都合の良い時

の即日検査受け入れについてご紹介させていた

期に受診なさってください。

だきます。

乳房X線撮影装置の利用：マンモグ
ラフィ検診
乳がんは乳房の乳腺という組織にできるがん
で、乳がんの罹患率と死亡率は年々増加傾向に
あり、女性におけるがん死亡の上位にあります。
乳がんは早期に発見し適切に治療を行えば、乳
房を部分的に切除する術式（乳房温存手術）な
どの予後は良好であり、術後の生活の質の維持
と向上が期待されます。乳がんの早期発見・治
療のために 乳がん検診の受診が推奨されてい
ます。乳がん検診の検査には、Ｘ線による乳房
撮影（マンモグラフィ）検査があり、マンモグ
ラフィ専用装置のある医療機関で受診すること
が大切です。

マンモグラフィ装置 AMULET Innovality
（フジフィルムメディカル社製）

当院放射線科は「日本乳がん検診精度管理中
央機構」よりマンモグラフィ検診施設に認定さ
れており、乳がん検診実施要領に規定される専

◎乳がん検診の流れ

用装置がありますので安心して乳がん検診を受

・事前に外来予約をお取りください。
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検診は火曜日、木曜日、金曜日（いずれも午

提供書の送信をお願いいたします。

前）に行っています。検診当日は病院の外来受

・患者さんには来院時に保険証と診療情報提供

付にお越しください。来院時に問診票を記載し

書の原本を持参いただくようお願いします。

ていただきます。「検診クーポン券」、「受診

・検査当日に当院外来窓口で診療手続きをして

券」、保険証をご持参ください。

いただいてから放射線科でＣＴ検査を受けてい

・放射線科でマンモグラフィ撮影を受けていた

ただきます。

だきます。無料クーポン券をお持ちの方のマン

・検査終了後に画像データを記録したＣＤ－Ｒ

モグラフィ検査は無料です。

と当院放射線診断専門医による画像診断報告書

・エコー検査を希望される方は自費での受診が

を作成して郵送または患者さん本人へお渡しい

可能です。検診終了後に会計窓口で検診料をお

たします。

支払いいただきます。

・検査が終わりましたら患者さんご自身で診療

・事前に乳がん検診の予約をお取りください。

費用をお支払いいただきます。

お電話で「乳がん検診受診希望」とお伝えくだ

※患者さんが希望日時に検査ができることによ

さい。

る利便性の向上と依頼される先生方の診察中断

お問い合わせの電話番号は

時間の短縮に少しでも繋がればと考えておりま

０７３８－２２－３２５６です。

す。
【注意事項】

ＣＴ装置の利用：単純ＣＴ検査の即
時受け入れ

９：００～１６：３０とさせていただきます。

呼吸器系疾患や尿路系疾患、消化器系疾患で

予約が１６：００以降もしくは来院が１６：００

来院された患者さん、あるいは往診で診られた

以降になった場合は画像データのみをお渡しし

患者さんに対して単純CT検査による画像診断が

て、画像診断報告書は翌診療日のお渡しとなる

有効と思われる症例は少なくないのではないで

場合があります。

ＣＴ検査は祝祭日を除く月曜日から金曜日の

しょうか。和歌山病院では、診療時間内の単純
ＣＴ検査の依頼に対して、即時にＣＴ検査を受
けていただける対応をとっています。昨年度は
延べ40件を超える依頼があり、地域の医療連携
に多少とも貢献したものと自負しております。
今後とも当院の放射線画像診断装置の利用を
促進いただき地域医療の充実にお役立ていただ
きますようにお願いいたします。
◎当日単純CT検査の受け付け
・当院地域医療連携室に電話で連絡いただき

CT装置 Aquilion PRIME
（キヤノンメディカルシステムズ社製）

「単純ＣＴ検査希望」とお伝え願います。
地域医療連携室電話番号：
０７３８－２３－３９２１

今年も当院放射線画像診断装置の利用を促進

・電話予約の後にＦＡＸで患者さんの診療情報

し地域医療の充実に努めてまいります。
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療育指導室
12 月 4 日、8 日、9 日、11 日、重症心身障害児者病棟で
クリスマス会を行いました。

NiziU の曲に合わせて、
レッツダンス！！

きれいなイルミネーションの中、
クリスマスソングを歌って、
大盛り上がり！
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和歌山病院 外来診療担当表
2021年１月1日

月
－
外

岩橋

科
－
垣
初診

呼
吸
器
セ
ン
タ

東

川嶋

正尋

太田

貴大

佐々木

祐一郎

川邊

和美

再診

－

小野

英也

哲也
－

午前

－

物忘れ外来

－

（午前）

午後

萬

英也
－

良章

－

沙代子／
文典

太田

文典

小野

英也

川邊

和美

垣

貴大

藤本

大智

川邊

川邊 哲也
（再診のみ）

川邊

哲也

－

川邊

哲也

神﨑

和紀

河本

修

和紀
－

（第２･４週予約のみ）

神﨑

－

○受付時間 8:30～11:30
○電話予約受付時間 13:00～16:30
（急患についてはこの限りではありません）

和紀

－

和美

－

誠悟

－

－

禁煙外来
藤本 大智
（第2・4・5週）

－

神﨑

佐々木

－

－

－

－

太田

－

良章

金

正尋

睡眠時無呼吸外来
佐々木 誠悟
（第1・3・5週）
東 祐一郎
（第2・4週）

南方

翔子

川嶋

祐一郎

小野

－
南方

科

東

木
岩橋

－

誠悟

－

川邊

－

文典

特別診

循環器内科
内

水

沙代子／

－

専門外来
（午後）

脳
神
経
内
科

火

－

－
川邊

－

－

－

－

和美

○再診については原則、予約制にしております。

当院の検診は、
○ 乳がん検診 事前予約にてマンモグラフィーを実施します。（乳腺エコー検査：市町村のクーポン券
使用時、要別途費用）
○ 肺がん検診 CT（低線量）により実施しております。（喀痰検診：要別途費用）
○ COPD検診 CT（低線量）及び呼吸機能検査により実施しております。（喀痰検診：要別途費用）
※ 肺がん検診については、事前予約にて土、日、祝日も対応可能です。
※ COPD検診については、事前予約にて第１及び第３土、日曜日も対応可能です。

例えば・・・外来案内、創作（フラワーアレジメント・
押し花等）、図書（読み聞かせ・貸出等）
＜お問い合わせ＞
TEL 0738-22-3256（代表）
※夜間・休日は 0738-23-1506
FAX 0738-22-2008（地域医療連携室）
http://wakayama-hosp.jp/

独立行政法人国立病院機構和歌山病院
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138
広 報 委 員 会
-８-

