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理 念

私達は安全で質の高い医療を提供し、
地域の保健医療の向上に貢献します。

基 本 方 針
1 患者さんとの信頼関係を大切にし、十分な説明と同意の
もとに、安全で心のこもった医療を行います。
2 高度で先進的な医療の研究をすすめ、その成果を反映し
た医療を行います。
3 豊かな人間性と優れた専門技術を持った医療人を育成します。
4 和歌山県の基幹病院として、地域の保健医療に貢献します。

和歌山を代表する江戸時代の外科医・華岡青洲が全身麻酔薬として用いた植物「曼陀羅華（まんだらげ）」から引用しています。花に「医」の文字をデザインしたものは、
本学の校章にも採用されています。

特集1

脳卒中センター開設
１．脳卒中とは
脳の血管に関する病気には、脳の血管が破れる『脳
出血』
、
血管が詰まり血流が途絶えてしまう『脳梗塞』
、

今後さらに患者の増加が予想されます。
脳卒中は、早く適切な治療を行うことで高い治療

そして脳血管の動脈瘤（血管の“コブ”
）の破裂に

効果が得られ、その結果後遺症の発生率が低くなる

よって起こる『くも膜下出血』などがあり、これら

ことが分かっており、脳血管の詰まりや動脈瘤を治

をまとめて脳卒中と呼びます。脳卒中とはそもそも

療する高度な外科治療を 24 時間 365 日提供できる

「脳が卒然（突然に）と中（あた）る」という意味で、

脳卒中センターの整備が日本各地の中核病院を中心

つい今まで元気だったのに突然に手足がまひしたり、

として進められています。当院でも、これまで脳卒

言葉がしゃべれなくなったりすることが症状の特徴

中の治療や研究を主に担ってきた脳神経外科が脳神

です。わが国の死因では第３位、寝たきりとなる原

経内科、救急科、放射線科、リハビリテーション科

因の第１位を占める病気です。脳卒中は死亡を免れ

などと連携することで、脳卒中全般にわたり高度で

ても後遺症を残し、患者や家族の日常に大きな影響

先進的な医療技術をより迅速に提供する『脳卒中セ

を及ぼします。脳卒中は脳血管の老化とも大いに関

ンター』を 11 月１日に設置しました。

係し、超高齢社会を迎えている現在の日本において

２．脳卒中センターの役割と治療の流れ
脳卒中センター設置の大きな目的は、脳卒中の高

治療法の研究開発、③最新の情報通信技術を応用し

度医療を提供することはもちろん、脳卒中医療の中

た遠隔システムによる地域病院への診断支援、④専

核機関として地域の医療機関と連携し、和歌山県全

門的医療従事者の人材育成、⑤市民公開講座などの

体の脳卒中診療の充実と発展を図ることにあります。

脳卒中に関する県民への啓発活動、⑥患者さんや家

その具体的な業務としては、①脳卒中全般にわたり

族からの相談支援などが挙げられます（図１）
。

高度な治療を 24 時間 365 日提供、②脳卒中の最新
脳卒中センターの役割

図１
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脳卒中センターの役割

脳卒中センターでの治療経過の一例をご紹介しま

央放射線部との連携が重要です。そして、外科治療

す。患者さんが脳卒中を発症し、救急車で当院に救

直後からリハビリテーション部が関与し、リハビリ

急搬送されると、まず救急集中治療部、脳神経外科、

テーションが開始されます。病状に応じて患者さん

脳神経内科などが初期診療にあたります。脳卒中が

に最良な医療が提供できるように、関連診療科以外

血管の詰まりが原因であると分かると、脳神経外科

にも病態栄養治療部や薬剤部なども治療に加わり、

が直ちに手術・血管内治療を開始します。当院への

一定期間リハビリテーションを行った後、患者支援

搬送からこの外科治療開始までの時間をできるだけ

センターが中心となって福祉相談や退院・転院支援

短縮するために、看護部はもちろん中央手術部や中

 
 
脳卒中センターの院内体制

を進めることになります（図２）
。
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※Joinとはスマホなどの情報端末を利用して患者さんの病状や画像などの医療情報を救急隊や地域の病院との間でお互いに共有できるシステムです。

図２

脳卒中センターの治療の流れ

３．当院での脳卒中治療の特徴
脳卒中の外科治療の中の一つに、頭を切らずにマ

する超急性期（病気が起こってから数時間以内）に

イクロカテーテルという１ミリにも満たない細い管

行う血栓回収療法（マイクロカテーテルで脳血管に

を脳血管の中に挿入し、脳血管の詰まりや動脈瘤を

詰まっている血の塊を摘出する）や② くも膜下出血

治療する『血管内治療』があります。この血管内治

の原因となる脳動脈瘤に対するコイル塞栓術（マイ

療の技術と機器は近年著しい進歩を遂げ、当院の脳

クロカテーテルを用いて脳動脈瘤の中にコイルとい

神経外科では、これら最新の機器を用いて脳卒中の

う特殊金属を充填する）を積極的に行っています。

外科治療に取り組んでいます。特に、① 脳梗塞に対
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特集2

高気圧酸素治療導入
１．高気圧酸素治療とは
圧力の高い環境で 100％酸素を吸入し、全身に酸素を
供給する治療を「高気圧酸素治療」といいます。
高い気圧環境の中で酸素を吸入すると、通常の呼吸で得
られる酸素量より、10 倍以上の酸素を体内に取り込むこ
とができます。その大量の酸素が手足の先端まで血液で運
ばれることで、全身の酸素不足の改善を図ることができま
す。これにより様々な治療効果を得ることができる治療法
です。末梢循環不全や損傷組織の創傷治癒、骨髄炎などの
感染症などに対して有効な治療です。また、一酸化炭素中
毒のような有毒ガスの排泄に対してもその働きを促進させ
ることができます。

図1．高気圧酸素治療装置の外観

２．高気圧酸素治療室の開設
令和 2 年 1 月から高気圧酸素治療室を開設しました。高
気圧酸素治療は、私たちが普段生活している気圧より高い
気圧の中で酸素を体に取り込み、病態の改善を図ろうとす
る治療です。当院では、100％酸素を使用し、治療装置内

３．適応疾患
高気圧酸素治療は様々な疾患に適応されており、治療は
基本 1 日 1 回となります。
ただし、治療効果には個人差があり、回数は病態や患者
さんで異なります。

を 2 気圧まで加圧して治療を行います。
高気圧酸素治療室は臨床工学センターで管理しています。
臨床工学技士とは医療機器に精通した職種です。そのため

①減圧症または空気塞栓
※当院では実施しておりません。

医療機器のトラブルに迅速に対応し、患者さんに安全に治

②急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒（間歇型を含む。）

療を受けてもらえるよう点検や管理を日々実施しています。

③重症軟部組織感染症（ガス壊疽、壊死性筋膜炎）又

高気圧酸素治療室

は頭蓋内膿瘍
④急性末梢血管障害
⑤脳梗塞
⑥重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫

中央検査部

臨床工学
センター

病理診断科

⑦重症の低酸素脳症
⑧腸閉塞
⑨網膜動脈閉塞症
⑩突発性難聴
⑪放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
⑫難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
⑬皮膚移植
⑭脊髄神経疾患

図2．高気圧酸素治療室の位置
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⑮骨髄炎又は放射線障害

主な適応疾患に関係する診療科での治療内容などにつ
いて紹介します。
【皮膚科】

【リハビリテーション科】
リハビリテーション医学の領域に物理療法があります。
高気圧酸素治療は広義には物理療法となるため、リハビ

皮膚科での適応疾患としては血行不良による皮膚潰瘍

リテーション領域においても取り入れられています。最

（皮膚の傷が治らないこと）や壊疽（指先が急速に壊死す

近では、感染症領域での発展がめざましく、骨髄炎とガ

ること）がありますが、その原因は糖尿病や動脈硬化、そ

ス壊疽に加え、壊死性筋膜炎や増加傾向の糖尿病性潰瘍

して膠原病などさまざまです。その治療にはとても長い時

などで適応となっています。またスポーツ医学での応用

間がかかりますが、高気圧酸素治療は血管を広げ、血流を

は今後のトピックスになっています。広い領域の治療を

よくし、体のすみずみまで酸素を届けることにより、傷の

カバーする高気圧酸素治療は和歌山県民の命と健康を守

治癒力を高めてくれます。しかも、他の薬物治療や手術治

る医療として大いに期待されます。

療に比べ、大きな副作用がないのが特徴です。
【耳鼻咽喉科・頭頸部外科】
突発性難聴は、突然に左右の耳の一方（ごくまれに両
方）の聞こえが悪くなる原因不明の疾患です。耳鳴りや
めまいなどを伴う場合もあります。40 ～ 60 歳代の働

４．治療の流れ
治療にあたっては、毎回簡単に問診をさせていただきます。

き盛りに多くみられ、ストレスや過労、睡眠不足、糖

専用の治療着（綿 100％素材）に着替えていただき、担当技

尿病などがあると起こりやすいことが分かっています。

士が症状の確認と所持品・衣類のチェックを行います。

治療では、副腎皮質ステロイド薬の内服や点滴による薬

担当技士より治療及び耳抜きの説明を行います。説明後

物療法が行われます。高気圧酸素治療は、突発性難聴に

血圧と体温を測定し、治療装置内へ入り、治療を始めます。

対する有効性を示す報告があり、期待できる治療法のひ

治療時間は大気圧から治療気圧に上げるため 10 ～ 15 分、

とつと考えられています。高気圧酸素治療を行うに際し

治療気圧保持 60 分、治療保持気圧から大気圧へ戻す 10 ～

ては、治療を行うことが可能か耳鼻咽喉科・頭頸部外科

15 分の合計で約 1 時間 30 分実施します。

で十分な検査を受けたうえ、適切に実施することが大切
です。

治療終了後、再度血圧の確認と副作用（頭痛、歯痛、吐気、
耳鳴り）がないことを確認します。

５．安全に治療するために
高い気圧環境であるため、気圧の変化により鼓膜の中
と外の圧力差で、耳が詰まるような感覚や圧迫されるよ

○燃えるもの（燃えやすいもの）

うな感覚が生じます。そのまま我慢し続けると耳に強い

タバコ マッチ ライター カイロ コルセット

痛みが出ます。しかし多くの場合は耳抜きによって症状

ラジオ等電気製品 携帯電話

が解消されます。耳抜きを患者さんに実施していただく
必要があります。
また、機器の特性上、安全に使用するため、装置の中
に持ち込めない物が右記のとおりいくつか指定されて
います。これらについては治療前に十分説明させていた
だきますので、ご理解とご協力をお願いします。
臨床工学技士が、患者さんの治療を開始する前の始業
点検や試験運転、定期的な点検や消耗部品の交換スケ

○タンクを傷つけるもの
時計 ネックレス ヘアピン メガネ（金属製）
体温計 ペン 鍵 指輪
○身体を痛めるもの
入れ歯 コンタクトレンズ メガネ
○壊れるもの
湯タンポ 時計 補聴器
○その他

ジューリングなどを行い、患者さんに安心して治療を受

化粧・整髪料・マニキュア・セルロイド・香水など

けていただけるように努めてまいります。

引火性の品物、綿 100％以外の布類（化繊､ ウール､
ナイロン､ テトロン等）、書物等、シップや軟膏など
高気圧酸素治療に必要ではない医薬品
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Topics
特定行為研修修了者の紹介
当院の認定看護師が特定行為研修を修了しました。今後さらなる活躍が期待される二人を紹介します。

看護部管理室 感染管理認定看護師
特 定 行 為 と は、 患

小谷 智美

ら医学的知識や技術を学びます。

者さんの状態を観察

私は感染管理認定看護師として院内の感染

し た う え で、 医 師 が

管理に携わっています。今回は感染と関連す

あらかじめ指示した

る項目を受講し、抗菌薬の臨時投与と栄養確

範囲内で看護師が処

保のために腕から太い血管にカテーテルを挿

置を実施することで

入する技術について学びました。抗菌薬の臨

す。 今 ま で 医 師 し か

時投与では、発熱などの症状がある患者さん

できなかった処置の一部を主治医が不在で

に対して、症状や検査結果から他の職種と適

あっても看護師が実施することで、患者さん

切な抗菌薬について検討をしています。必要

にタイムリーな医療を提供できるというメ

時には患者さんを訪問し、診察を行っていま

リットがあります。特定行為を実践するため

す。また、状態が安定している患者さんに対

には、患者さんの状態を判断するために、判

して医師とともにカテーテルの挿入をしてい

断力や専門的な医学的知識、技能が必要とさ

ます。

れます。そのため、特定行為研修では医師か

看護部管理室 皮膚・排泄ケア認定看護師

晃平

私 は、 皮 膚・ 排 泄

を判断し、必要な医療行為をタイムリーに施

ケア認定看護師とし

すことが可能となりました。また、当院のよ

て 院 内 の 褥 瘡（ 床 ず

うな急性期の医療機関から在宅などの様々な

れ ） や 人 工 肛 門（ ス

場所において、高度な創傷管理の早期介入で

トーマ）のケアに携

重症化を予防することができると考えます。

わ っ て い ま す。 今

和歌山県は高齢化と過疎地の医師不足が問

回、 認 定 看 護 師 を 対

題となっており、看護師特定行為のニーズが

象とした特定行為研修の創傷管理モデルを受

高いと考えます。現在は院内での活動が中心

講し、「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に

となっていますが、今後は在宅医療を視野に

係る薬剤投与関連」「創部ドレーン関連」の

入れて院外での活動の幅を広げ、他施設への

特定行為を修了しました。

指導や情報提供を行い、和歌山県全体の特定

特定行為を実施することで、医師があらか
じめ作成した手順書にそって患者さんの状態
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行為の充実を支援していきたいです。

Topics
潜在看護師復職支援プログラムを実施しました！
10 月 10 日、11 日の二日間、潜在看護師復職支

職を考えていない方にも気軽にご参加いただけるよ

援プログラムを実施しました。潜在看護師とは、看

うに、まず看護が好きだという気持ちや看護の楽し

護師の資格を持ちながら、結婚や出産・育児などの

さを思い出していただくプログラムにしています。

ライフイベントにより離職し、現職の看護師として

自分のキャリアを積極的に考えてもらうセッション

働いていない方のことです。長いブランクがあるた

では、
「今、
自分に必要なことなので真剣に取り組めた」

め、手技の感覚が鈍っていないか、医療の進歩につ

など、育児などで今は働いていないけれども、働い

いていけるかなど不安を抱えている方が多く、なか

てみたい思いを具現化できるように、どのような働

なか医療現場への復帰ができていない現実がありま

き方ができそうなのか、どのような支援があれば少

す。当院看護キャリア開発センターではそういった

しでも職場に戻ることができそうなのかなど、参加

方を対象としたキャリア支援プログラムを定期的に

者で意見を交わしました。堅苦しくない、ちょっと

実施しています。

した空白の時間（働いていない時間）を埋めるため

今回の研修では、看護職としてのキャリアや医療

に工夫したプログラムは、毎回笑い声に包まれます。

安全・感染制御に係る講義、採血、留置針による末

看護師が実践する場所は、医療機関・クリニック・

梢静脈路確保及び尿道留置カテーテル挿入などの技

在宅・事業所など多岐にわたります。潜在看護師の

術演習を行いました。また、実際の医療現場を想定

皆さんのいろいろな未来を想定し、来年度も楽しん

したシミュレーション演習も実施しました。

で参加いただける企画を検討してまいりますので、

看護キャリア開発センターの潜在看護師支援は、
今すぐ復職を考えている方だけでなく、今はまだ復

多くの潜在看護師さんにご参加いただければと思い
ます。

Mandarage
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脳神経内科外来改修のお知らせ
脳神経内科外来の改修工事が９月に完了し、10

慢性疾患の医療ニーズが増加してきており、脳神

月１日から新しい診察室・処置室での診療を開始

経内科では、医局員の充実と外来の拡充により対

しています。脳神経内科と同じ場所で診察を行っ

応しています。これまで難治性であった疾患が点

ていた血液内科が５月に移転したことにより、脳

滴治療で改善することも増えてきていますが、処

神経内科の外来スペースの拡張工事を実施し、診

置室拡大に伴い、点滴治療を快適に受けていただ

察室が３室から４室に増えました。また処置室も

ける体制が整ってきています。また新薬治験や医

外来入口から見て左側に移動し、以前より広いス

師主導臨床研究にも積極的に取り組んでおり、よ

ペースで処置や治療を受けていただくことができ

り ご 協 力 い た だ き や す い 環 境 作 り に 励 ん でいま

るようになっています。

す。今後も質の高い医療を提供できるように努め

高齢化に伴い、認知症やパーキンソン病などの

てまいります。

2 管球 CT 装置を和歌山県で初導入
2019 年 9 月に県下で初めて 2 つの X 線管球を
搭載する最新の CT 装置 SOMATOM Force を導入

2 つの X 線管球からエネルギーの異なる X 線を照

し、短時間撮影、被ばく線量の低減、診断能の向上

射することにより、血管描出能の向上や骨折部位の

などを実現しています。

新旧の判別などが可能になります。

●高速 CT 撮影
2 つの X 線管球を用いて超高速撮影が可能になり
ます。これは重篤で意識のない患者さんや小児など
の呼吸停止、体動の抑制が困難な場合に非常に有効
です。また、心臓の血管を撮影する場合に心臓の動
きによる影響を最小限にすることができます。
●新開発の X 線管球による低電圧 CT 撮影
低電圧で撮影できる X 線管球を用いることにより、
被ばく線量の大幅な低減と造影剤（主に血管を描出
するために用いる薬剤）使用量の大幅な減少が可能
になります。

8

●診断能の向上
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新たに小児がん連携病院に認定されました
当院はこれまでも和歌山県がん診療連携拠点病

認定にあたっては「拠点病院と同等程度の適切

院として小児も含めたがん診療について重点的に

な医療を提供することが可能であること」や「日

取り組んでまいりましたが、10 月５日に開催さ

本小児血液・がん学会専門医研修施設の認定要件

れた第２回近畿ブロック小児がん医療提供体制協

を満たしていること」などが基準になっており、

議会において、「小児がん連携病院」として認定

地域における治療の中心となることが求められて

されました。

います。

「小児がん連携病院」は、小児がんの患者さんが

当院は、これからも近畿ブロックの小児がん拠

どこにいても適切な治療を受けられるよう、全国

点病院との更なる連携を

15 箇所の小児がん拠点病院と協力して診療を行

図 り な が ら、 患 者 さ ん に

う病院です。

安心して治療を受けてい

平成 30 年度に厚生労働省により新たに設置さ

た だ け る よ う、 診 療 体 制

れることが決定されましたが、厚生労働省及び各

の充実に取り組んでまい

地方ブロックの協議会で定めた要件を満たす施設

ります。

として今年度に初めて認定が実施されました。

和歌山県アレルギー疾患医療拠点病院に指定されました！
当院は 11 月 29 日付けで、県内におけるアレル

ギー疾患に関する情報提供や医療従事者の知識及び

ギー疾患医療の拠点となる「和歌山県アレルギー疾

技術の向上に資する研修への関与などの人材育成も

患医療拠点病院」に日本赤十字社和歌山医療センター

担います。

とともに指定されました。

また、アレルギー疾患医療を行っている診療所及

拠点病院では、重症及び難治性アレルギー疾患患

び一般病院と拠点病院の間で診療連携体制を整備す

者に対して、関係診療科が連携して診断・治療にあ

ることにより、県内のアレルギー疾患医療の質の向

たるとともに、患者、家族及び県民に対するアレル

上が期待されます。

第9回

最新の医学・医療カンファランスのお知らせ
日時：令和２年３月 12 日（木）14 時〜 16 時

場所：和歌山県立医科大学図書館棟３階

生涯研修センター研修室

演題：①『糖鎖のかかわる医療と疾病』

②『治験・臨床研究について』

講師：①生化学講座

教授 井原義人

②臨床研究センター監査室

室長（内科学第３講座

助教） 徳留なほみ

定員：県民 100 名

Mandarage
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中学生の職場体験学習
11 月７日、８日の二日間、和歌山信愛中学校生

スラボ（臨床技能研修センター）でのシミュレーター

徒４名の職場体験学習を実施しました。生徒４名は

を使った採血の体験やドクターヘリの見学なども行

看護師や薬剤師、理学療法士、診療放射線技師など

いました。参加した生徒からは「医療従事者の患者

の業務について、それぞれの職場で説明を受け、仕

への思いや熱意に感銘を受けた」
「今まで知らなかっ

事の様子を見学しました。病態栄養治療部では、料

た職種の仕事について知ることができ、視野を広げ

理や食材が書かれたカードを使って、体に良い献立

ることができた」
「将来のことを考える大変よい機

を作成するなど、実際に自分たちで考えながら、管

会となった」「新たな職種に興味を持った」といっ

理栄養士の仕事について学びました。また、スキル

た医療現場を体験した感想が寄せられました。

食事と健康 Q&A
Q

インフルエンザの予防方法を教えてください。

A

インフルエンザは 12 ～ 3 月にかけて流行し、38℃以上の発熱や関節痛などを伴います。
インフルエンザを予防するための基本は以下の 3 点です。
①外出後の手洗い、うがい
②バランスの良い食事
③十分な休養、睡眠

◎食事では免疫力を高める栄養素をとりましょう。
タンパク質

タンパク質はウイルスに対する攻撃力のみなもとである免疫細胞の原料です。
タンパク質は肉、魚、卵、大豆製品、乳製品に多く含まれます。
ビタミン

ビタミンは粘膜を強くしウイルスの侵入を防ぐ働きや免疫力、抵抗力を高める働きが
あります。ビタミンは緑黄色野菜、果物、卵、魚などに多く含まれます。
日頃から、十分な休養とバランスの良い食事をとってインフルエンザを予防しましょう。
10
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待合番号アプリのご案内
「病院待合番号」アプリのインストール
により外来や会計の待合番号モニターをス
マートフォンでご覧いただけます。右記の
QR コード又はサイトからアプリをダウン
ロードしてください。どこに居てもご自分の
順番を確認できますので、診察待ち時間や

待合番号

会計待ち時間を有効に使っていただけます。
ぜひご利用ください。

ぼかしてください。

「医師名」としてください。

＜アプリのご利用イメージ＞
ぼかしてください。
他３カ所も同様。
「医師名」としてください。＜アプリの初期設定方法＞
＜アプリのご利用イメージ＞
ぼかしてください。
他３カ所も同様。
「医師名」としてください。 ＜アプリの初期設定方法＞
ぼかしてください。
「医師名」としてください。
＜アプリのご利用イメージ＞
＜アプリの初期設定方法＞
他３カ所も同様。
＜アプリのご利用イメージ＞
＜アプリの初期設定方法＞
他３カ所も同様。

＜アプリのご利用イメージ＞スマートフォンの画面

各診察室の待合番号表示画面
各診察室の待合番号表示画面
＜アプリのご利用イメージ＞
各診察室の待合番号表示画面
各診察室の待合番号表示画面
各診察室の待合番号表示画面
各診察室の待合番号表示画面

＜アプリの初期設定方法＞

ぼかしてください。
「医師名」としてください。
スマートフォンの画面
①アプリを起動
＜アプリの初期設定方法＞
他３カ所も同様。
①アプリを起動
スマートフォンの画面
①アプリを起動
スマートフォンの画面

スマートフォンの画面

スマートフォンの画面
医師名

↓
①アプリを起動
①アプリを起動
↓
↓
②病院切替を選択
↓
↓
②病院切替を選択
②病院切替を選択
②病院切替を選択
↓
①アプリを起動
②病院切替を選択
↓
↓
↓
③当院を選択・登録
↓
↓
③当院を選択・登録
③当院を選択・登録
③当院を選択・登録
②病院切替を選択
↓
③当院を選択・登録
↓
↓
↓
↓
④アイコン名が当院名に変更
↓
④アイコン名が当院名に変更
④アイコン名が当院名に変更
③当院を選択・登録
※$QGURLG版では表示されません。
④アイコン名が当院名に変更
④アイコン名が当院名に変更
※$QGURLG版では表示されません。
※$QGURLG版では表示されません。
↓ 版では表示されません。
※$QGURLG版では表示されません。
※
Android
④アイコン名が当院名に変更
とっても
※$QGURLG版では表示されません。
とっても
とっても
とっても

待合番号表示画面は、約 1 分毎に
最新情報に更新されます。

とっても
カンタン！
カンタン！
カンタン！
カンタン！
カンタン！
とっても
カンタン！

＜アプリのご利用方法＞
＜アプリのご利用方法＞
＜アプリのご利用方法＞
＜アプリのご利用方法＞
＜アプリのご利用方法＞

「医師名」としてください。
「医師名」としてください。
「医師名」としてください。
「医師名」としてください。

アプリの起動
診察室の選択
１１
アプリの起動 
アプリの起動

番号の閲覧
アプリの起動
診察室の選択
診察室の選択 
診察室の選択
１
番号の閲覧

番号の閲覧
番号の閲覧
アプリの起動

①
②
③
診察室の選択
１

番号の閲覧
 診察室の選択
１ アプリの起動
 番号の閲覧
＜アプリのご利用方法＞

「医師名」としてください。

金沢大学
金沢大学
金沢大学
金沢大学
附属病院
附属病院
附属病院
附属病院

和歌山県立医科大学 和歌山県立医科大学
和歌山県立医科大学
附属病院
附属病院
和歌山県立医科大学
附属病院
附属病院

金沢大学
附属病院

和歌山県立医科大学
附属病院

和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
タップして、アプリを起動してください。
タップして、アプリを起動してください。
タップして、アプリを起動してください。
タップして、アプリを起動してください。
▶起動後［待合番号］を選択してください。
和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
▶起動後［待合番号］を選択してください。
▶起動後［待合番号］を選択してください。
▶起動後［待合番号］を選択してください。
和歌山県立医科大学附属病院のアイコンを
タップして、アプリを起動してください。
タップして、アプリを起動してください。
▶起動後［待合番号］を選択してください。
▶起動後［待合番号］を選択してください。

金沢大学附属病院
金沢大学附属病院
金沢大学附属病院
金沢大学附属病院

医師名

金沢大学附属病院

医師名
医師名
医師名

医師名
医師名

医師名

医師名
医師名
医師名

［予約された診察室］を
［予約された診察室］を
［予約された診察室］を
選択してください。
［予約された診察室］を
［予約された診察室］を
選択してください。
選択してください。
選択してください。
選択してください。
［予約された診察室］を
選択してください。

病院内のモニターと
病院内のモニターと
病院内のモニターと
同じ内容が表示されます。
病院内のモニターと
病院内のモニターと
同じ内容が表示されます。
同じ内容が表示されます。
同じ内容が表示されます。
同じ内容が表示されます。
病院内のモニターと
同じ内容が表示されます。

医師名は表示せず、「医師名」と表示してください。
医師名は表示せず、「医師名」と表示してください。
医師名は表示せず、「医師名」と表示してください。
医師名は表示せず、「医師名」と表示してください。
Mandarage
医師名は表示せず、「医師名」と表示してください。
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掲示板
予約センターからのお知らせ

〜診察予約のご案内
（初めて受診される方）
〜

当院の外来受診は、原則として「予約制」とさせていただいております。
ご予約は、できるだけかかりつけの医療機関などから FAX でお申し込みください。

■医療機関からのご予約

■ご本人からのご予約

① かかりつけの医療機関などから当院所定の「予約
申込書」にて患者支援センターに FAX 送信してく
ださい。

① かかりつけの医療機関などで紹介状をご用意くだ
さい。

② 20分以内を目途に予約をお取りし、予約日時・医師
名を記載した予約票を発信元の医療機関に FAX
返信いたします。
③ 予約当日は、予約票・紹介状・保険証・診察券
（受
診歴のある方）
をご持参のうえ、外来受付に直接お
越しください。
患者支援
センター

FAX 番号：073-441-0805
受付時間：月・火・水・金 9:00 〜 19:00
木
9:00 〜 17:00

（土・日・祝日・年末年始を除く）

※特定の医師による診療をご希望の場合は必ず「○○科
○○医師」と明記した紹介状をご用意ください。

②「当院予約センター」
に直接お電話ください。
③ 予約当日は、紹介状・保険証・診察券
（受診歴のあ
る方）
をご持参のうえ、外来受付に直接お越しくだ
さい。
電話予約
センター

電話番号：0 7 3 - 4 4 1 - 0 4 8 9

受付時間：月〜金 8:30 〜 16:00

（土・日・祝日・年末年始を除く）

※電話だけでなく9:30〜17:00まで院内の予約窓口も開設しています。

ハンドドライヤーの設置
より快適にトイレをご使用いただけるよう患者満足度調査においてご要望の
多かったハンドドライヤーを１階から４階の主なトイレに設置しました。
患者さんのご利用が多い外来トイレには今後も順次取り付けを行う予定です。
ぜひご利用ください。
今後も患者さんに優しい病院を目指し、環境整備に努めてまいります。

患者さんの権利

患者さんへのお願い

当院では、受診される皆様が、以下の権利を有することを

当院では、
さまざまな医療を提供しておりますので、
次のことを十分

1 個人として尊重され、平等に良質な医療を受ける権利が

1 適切な医療を実現するために、患者さんご自身の健康に

2 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。

2 医療に関する説明を受けられて理解できない場合は納得

確認し、尊重します。
あります。

3 十分な情報を得た上で、自己の意思に基づいて医療を受
け、あるいは拒否する権利があります。

4 他の医療者の意見（セカンドオピニオン）を求める権利が
あります。

5 個人情報やプライバシーを保護される権利があります。
※当院では、患者さんの安全を守ることを第一に診療を行っておりますが、
他の患者さんや職員への暴力・暴言・大声・威嚇などの迷惑行為があった
場合は診察をお断りすることや退去を求めることがあります。著しい場合
は警察に通報いたしますのでご了承ください。
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Tel

発行/和歌山県立医科大学附属病院

〒641-8510和歌山市紀三井寺811-1

0 73- 447-2300

ホームページアドレス http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital
まんだらげはホームページからもご覧いただけます。
http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/info/kohoshi/index/html

ご理解いただき、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。
関する情報をできる限り正確にお話しください。
できるまでお聞きください。

3 治療上必要なルールはお守りください。また治療を受け
ていて不安を感じましたらすぐにお知らせください。

4 すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにする

ため、他の患者さんのご迷惑にならないようご協力くだ
さい。

5 当院は教育・研究機関でもありますので、医学生・看護

学生などが実習や研修を行っております。ご理解とご協
力をお願い申し上げます。

〈外来受付時間〉

・受付時間 午前8時50分〜午前11時30分
・再診で予約のある方は指定時間（予約票の記載時間）
・休診日/土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日〜1月3日）
※診療スケジュールは、ホームページからご覧いただけます。

次号発行は
2020年
4月です。

