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私たちは命の輝き（QOL）を大切にする医療・介護を行います。
医療法人南労会グループ
●紀和病院
●伊藤病院
●松浦診療所
●訪問看護ステーション ウェルビー
●小規模多機能型居宅介護 森のこかげ
●通所介護 デイサービス春林館

●紀和クリニック
●みどりクリニック
●みどりクリニック デイリハビリ
●紀和病院 訪問リハビリテーション
●在宅介護支援センター
●訪問介護 ホームヘルプ紀和

●紀和ブレスト（乳腺）センター
●紀和健康管理センター
●居宅介護支援事業所 ケアプランセンター紀和
●通所リハビリテーション 紀和リハビリ倶楽部
●社会福祉法人 紀和福祉会
（仮称）介護老人福祉施設「やまぼうし」

真夏の祭典!!

紀和カーニバル

地域の皆様、ご協賛いただいた皆
様のご協力により無事に開催で
きました。初めての夏祭りとなっ
た「紀和カーニバル！」当日は天
候にも恵まれ、多くの方がご来場
くださいました。夜店に目を輝か
せる子ども達。楽しそうに踊る浴
衣・ハッピ姿の人達。おいしそう
に焼きそばを食べる地域の方。笑
顔があふれる、素敵なイベントに
なりました。
スタッフ一同感謝申し上げます。

「忙しいし、大変。
それでも看護師になりたい
という想いが強くなりました！｣

今年は 8 名の学生さんが参加！
初めは緊張で笑顔もぎこちなく感じましたが、実際の体験に入ると真剣な
まなざしで取組んでいる姿が印象的でした。
共通して感じてもらえたことは「コミュニケーション」の大切さと、
スタッフが患者さんと向き合っている姿勢が良かったということでした。
近い将来、看護師として活躍してもらえることを楽しみにしています。

乳がんいのちプロジェクト

第 4 回市民公開講座

～ いのちを生きる

素敵に生きる ～

〈一部 市民公開講座〉

さん

県立橋本高校邦楽部ミニ・コンサート
3 年連続全国大会出場のダイナミックなお琴の
音色と個性きらめく舞台をぜひご覧ください。
紀和ブレスト(乳腺)センター

梅村

定司

小学生に向け、和歌山県内初となる「がん教育」
の講師として、小学校で趣向を凝らした授業を
展開。今回は、その話題に触れます！

会場 アザレア
橋本市産業文化会館

開場 13：30
開演 14：00 ～ 16：45
共催：医療法人南労会紀和病院、伊都医師会
中外製薬株式会社

（土）
〈二部 ライトアップ点灯式〉

点灯式 17:15～

世界遺産

慈尊院

（17：15～20：00＊荒天中止）

山田邦子さんと一緒にろうそくを灯しましょう！

℡：0736-33-5285
営業時間：
10:00～18:00
定休日：
月曜日・振替有

℡：0736-25-6670
営業時間：
9:00～22:00
定休日：無

℡：0736-33-1126
営業時間：
10:00～22:00
定休日：
毎月第 2 木曜日

同時開催イベント
ピンクリボンスタンプラリー

10/1～10/31 の期間、ピンクリボン
にちなんだケーキなどオリジナル商品を購入。スタ
ンプ 5 個で橋本市マスコットキャラクターとのコ
ラボピンバッジ「ピンクリボンはしぼう」をプレゼ
ント！(非売品)＊商品引換 10/31(土)13：30～アザレア
にて先着 100 名様

℡：0736-42-2415
営業時間：
8:30～18:45
定休日：月曜日

℡：0736-33-5065
営業時間：
10:00～18:00
定休日：土･日･祝日

【参加店舗様】＊詳細は「紀和ブレストセンター」ＨＰで公開中！
・浪花堂 和菓子：橋本市高野口町小田 678
・Marron∧ Café クレープ：スーパーセンターオークワ橋本店内
・Mon Reve ケーキ：橋本市市脇 3-392-1
・ゆの里パン工房 パン：橋本市神野々898 天然温泉ゆの里内
・夢あじさい パン太郎ベーカリー パン移動販売：橋本市恋野 1417-1 ℡：0736-32-1851
営業時間：
・紀和病院内喫茶室（シダックス） ランチ：紀和病院内１階
10:00～14:30

主催：乳がんいのちプロジェクト実行委員会

定休日：土･日･祝日

特別協力：女人高野世界遺産慈尊院、鎌田医院田園診療所

後援：橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町、五條市、朝日新聞和歌山総局、産経新聞社、毎日新聞和歌山支局、読売新聞和歌山支局
テレビ和歌山、ＦＭはしもと
問合せ先：乳がんいのちプロジェクト実行委員会事務局（紀和病院内）TEL:0736-34-1317

開催日

緩和ケア病棟は

10/ 7 8 9
10/10
水

木

金

開催時間/11：00～16：00

「共に生きる場所」
～ここにはたくさんの笑顔があります～

土

開催時間/12：00～16：00

がんになったときからだや心の苦痛を和らげる
治療やケアがあります。
緩和ケアはがん治療を充実させる大切なケアで
す。あなたと大切なご家族がこれまでのように
暮らすための医療です。
あなたとご家族といっしょに相談しながら、気
持ちに寄り添い共に歩いて行きます。
ここはあなたの「第 2 の家」です。

内覧会当日はスタッフが病
棟内をご案内いたします。
普段聞けないことや気にな
っていることなど医師や看
護師にお気軽にご相談くだ
さい。
イベントの内容

廣岡医師によるミニ講演会＆緩和ケア相談
8 日（木）14：30～15：00
緩和ケアに関しての講演をします。
知りたいこと・疑問に思っていることなど
なんでもご相談ください。

秋のひだまりカフェ
14：00～14：30
ピアノやシンギングボールの
生演奏でホッと心が安らぐ空間。
ゆったりしたひと時を
楽しんでください。

病棟案内
病棟内をご案内します。

おくすり相談
お薬についてのご相談を
お受けします。
お気軽にお尋ねください。

病棟写真展示
一年間の病棟での催しなど、
みなさんと共に過ごした記録を
展示しています。

栄養補助食品の試食
栄養補助食品ってどんなもの？
どんな味がするの？
一度ご試食してください。
かなりおいしいです!!

ヘッド＆ハンドマッサージ
13：00～14：00
日頃の疲れをゆったりと癒してみませんか。
身体をほぐすことで、自分を休めてあげましょう。
一度お試しください。

49

糖尿病看護認定看護師

亨子

やまざき

きょうこ

当院の医療機能評価機構の
認定が更新されました
医療法人南労会 紀和病院は（財）
日本医療機能評価機構より病院機能
評価の認定証の更新を受けました。
今回が 3 度目の更新となります。認
定病院の名に恥じないように、職員
一同、より良い病院となるよう、努
力していく所存です。今後ともよろ
しくお願いいたします。

8

前田医院
院長

〒649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東 727
TEL 0736-22-1070

前田 至規先生

今年も猛暑の中、高校野球はじめ、世界陸上、錦
織選手（全米オープンは残念でしたが）などスポ
ーツ選手の活躍は我々に元気を与えてくれます。
紀の国国体もいよいよ開幕が迫っております。
私も学生時代には、野球部に所属し、いささか体
力に自信がありましたが、現在ではすっかりスポ
ーツは「観る」ものとなっております。体を動か
す事は月に 1～2 度のゴルフですが、32～3 歳頃、
「イップス」なるやっかいな病気にかかってしま
い、その後 108 の煩悩と戦っております。
平成元年、父の跡を継ぎ、かつらぎ町笠田で内
科・小児科を開業して以来皆様のお蔭で無事 20
数年経過。通院患者さんの高齢化が進み、在宅療
養を余儀なくされるようになられた方が増加し
ております。訪問看護センターの充実と共に 3 年
前 iPad を利用した在宅医療連携体制「i-ゆめ在
宅医療ネットワーク」
（現在 11 診療所参画）が行
われてから、在宅への負担はかなり軽減しており
ます。紀和病院の先生方には、急性憎悪時、時間
外にも対応して頂き感謝致しております。

地域連携室便り

医療法人九曜会

年ぶりに帰ってきました。
以前、勤務したときに技術面の
みならず医療とはいかなるも
のかを学び、すべての部署の皆
様方にお世話になりましたの
で、少しでもその恩返しができ
ればと思っております。
療養病棟医師としてのみなら
ずいろんな分野でがんばりた
いと思います。
よろしくお願いいたします。

山崎

新任医師の紹介

松田 泰次 まつだ たいじ

糖尿病の治療には、食事療法・運
動療法・薬物療法が大切です。
しかし、多くの患者さんや家族さ
んが、今のままでよいのか、どの
ように治療を始めたらよいのか、
悩みながら生活されていると考
えます。病気の進行や合併症の悪
化を防ぐとともに、自分らしく生
活できる方法を一緒に探してい
きたいと思っています。

所属診療科：外科
【略歴】 奈良県立医科大学
（昭和 年）

認定看護師の紹介

それだけでなく、平成 14 年、伊都医師会理事になって以来、
医師会活動では大変お世話になっております。時の田中会
長より介護、救急、病診連携担当の任命を受け、何をどう
すればいいのやら、松浦典代先生には退院時カンファレン
ス、ケアカンファレンス、認知症の講演会で、近藤名誉院
長には病診連携はじめ災害時対策で、丸賀さん（地域連携
室）には脳卒中連携パスで助けて頂いたことが昨日の如く
思い出されます。
最近においても、廣岡先生には緩和医療で、梅村先生には
在宅医療や癌の講演会で、肺癌の二重読影では佐藤理事長
に、岩崎副院長、東師長には医療安全でお世話になってお
り、西口院長には県医師会理事まで引き受けて頂き、本当
にありがとうございます。
2025 年には橋本医療圏で、平均寿命の延びに伴う認知症の
方が、6000～7000 人にもなると言われております。住み慣
れた地域社会でどれだけ長く暮らせるか行政を挙げて地域
包括ケアシステムの確立及び在宅医療の推進がキーになる
と思われます。
紀和病院におかれましては、後方支援病院として、また救
急災害時の急性期の病院前救護所として益々医師会と連携
を密にして頂き、この地域においてきれいな虹がかかる事
を願っております。

（本文は院長 前田至規先生よりご寄稿いただきました。
）

