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門川湾の日の出

＜ 和田病院 基本理念 ＞
「個人の尊厳と人間愛に基づく医療を目指す」
＜基本方針＞
１．日向入郷医療圏において、救急医療、災害医療、脳卒中を中心とした安全で質の
高い医療の提供に努めます
２．チーム医療を推進し、患者様が安心して療養生活ができる療養環境を提供します
３．地域住民の健康増進と疾病予防に寄与します
４．医療安全対策、個人情報保護に努めます
５．患者様の個別性を尊重し、患者様中心の医療を提供します
６．働きやすくやりがいの持てる職場環境作りに努めます
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2022年初頭のご挨拶

理事長

和田徹也

新しい寅年のご挨拶申し上げます。
やはり新型コロナウイルス感染症の行く末が気がかりです。日本国内では昨年
の年末からオミクロン変異株の感染拡大が懸念されています。デルタ変異株より
感染力が数倍強いが重症化は少ないとの噂もありますが、世界保健機関(WHO)から
はオミクロン変異株の過小評価に対して警告が発信されています。そのため新型
コロナワクチンの追加接種（3回目接種）が必要とされ、日向市でも今年より接種
が始まります。日本は第5波が収束しましたが、第5波の中でも自宅療養中の急死
が最大の不幸でした。それでも、世界メディアからは日本の感染者数の激減は
「驚くべき成功例」と評価されています。
この原稿は年末に書いたものですので、年が明けた際には激変しているかもし
れません。日に日に状況が変わり、記載内容の事態は昔話かもしれません。その
頃、英国ではオミクロン変異株感染者が1週間で13倍の勢いで発生増加中でした。
今年の状況がどうなってるか、医療逼迫が心配されていました。
今後は、ワクチン追加状況・治療薬の開発が期待されますが、引き続き、マスク・3密避け・手洗い・体
力アップや温存の地味な衛生・健康増進の継続に努めたいです。当院も感染症対策への努力と救急から療
養介護までの医業に引き続き邁進してまいります。
今年もよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶

病院長

伊藤康司

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては本年を健やかにお迎えのことと存じます。
昨年も世界中が新型コロナウイルス感染症の拡大の対応に追われた一年でした。
幸い日本では秋以降に感染拡大が収束傾向となり徐々にこれまでの生活が再開さ
れるようになってまいりました。
当院におきましても院内感染予防対策を行いながら患者さんとご家族に面会制
限等のできるだけの緩和を行っております次第です。皆様の多大なる御協力をい
ただき、無事に新しい年を迎える事が出来ましたことにこの場をお借りして心か
ら御礼を申し上げます。
本年も引き続き感染症の拡大状況を注視しつつ、基本に忠実に標準感染予防策
を徹底し、他疾患治療目的に入院を必要とされる患者さんに感染が広がることが
ないよう努めていく所存でございます。
治療薬の開発も進んでいるとの報道もあります。一日も早く新型コロナウイルス感染症が一般のウイル
ス感染症として管理できるようになり、今年こそは世界中が以前の日常生活を取り戻し社会の活性化が得
られますように願っております。
年頭にあたり、皆様のご健勝とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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新年のご挨拶
事務局長
井上 和彦

看護部長
富山 由美

臨床薬剤科長
松澤 伸治

医療安全管理室長
長谷 浩子

メディケア盛年館事務長

坂本 博樹

新年あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルスと共存が始まり2年が経
ちました。感染拡大防止に際し、患者さまや
ご家族も含め多くの方々のご協力に心より感
謝いたします。「変異株」に負けないくらい、
「その時々に必要な看護に変異」できる、丈
夫でしなやかな組織づくりを看護部一同、
明るく元気に進めて参ります。
本年もよろしくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、度重なる医薬品メーカーの不祥
事で医薬品の手配に振り回される一年で
した。この影響で採用を中止したり、他の
薬剤に変更をお願いしたりした場面もあり
ました。暫くは、このような状況が続くものと
考えられます。ご不明な点がありましたら
当院薬剤師や調剤薬局の薬剤師へご相
談下さい。
本年も宜しくお願いします。
あけましておめでとうございます。
2021年は、医療安全管理者として活動初
年度でもありました。まず「報告をする」を
推進し、実践できる安全対策の継続を
モットーに取り組みました。今年も、患者さ
まとそのご家族に信頼される医療機関を
目指し、各職員が医療安全を自分事とし
てとらえ、安全に対する意識を高められる
よう活動を継続して参ります。
本年も宜しくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます。
当館ご利用の皆様には、日頃から感染症
対策にご協力頂き、本当に感謝しておりま
す。改めてお礼申し上げます。今年は少
しでも明るい話題で、ご利用者様との会
話ができるような日常が戻ってくることを
切に願いつつ、地域の皆様に信頼してい
ただける施設運営を行って参りたいと思
いますので、今年も宜しくお願い申し上げ
ます。

診療技術部長
荒瀬 浩之

採用企画室長
黒木 雅代

感染対策室長
児玉 崇

地域連携室長
永江 則征
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あけましておめでとうございます。
今年は診療報酬改定の年です。既に発表さ
れた診療報酬改定の基本方針から読み取ら
れるキーワードは「安心・安全で質の高い医
療の実現」です。この2年間は、新型コロナ
ウィルス感染症への対応に追われる日々で
したが、改めて原点に帰り当院の理念であり
ます「個人の尊厳と人間愛に基づく医療」の
実現に向けて邁進して参ります。
今年もよろしくお願いします。

新年あけましておめでとうございます。
昨年もコロナ感染拡大と縮小に一喜一憂
し、思うように進められなかった一年だった
と反省しております。まだまだ再拡大が懸念
される状況は続きそうですが、次々と変異
を繰り返すウィルスに負けず、進化できる一
年としたいと思います。地域で活躍できる
専門職の育成を目標に頑張ります。
今年もよろしくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。
採用の業務に就いて2年目の昨年、手探りの
中、各種学校の就職担当者様、関係機関の
皆様方にご協力を頂きながら採用活動に専念
することが出来ました。地域の皆様に安心して
治療を受けていただくための必要な人材の確
保・成長支援・定着が自分の役割と考えます。
今年も、昨年得ることの出来た様々なヒントを
基に取り組んで行きたいと思います。

あけましておめでとうございます。
昨年はコロナワクチン接種が始まり、治療薬
開発も進みはじめ、終息への兆しが見え始
めてきました。しかし、インフルエンザ同様に
コロナもワクチン接種を受けても感染はしま
す。現状に安堵することなく私たち誠和会職
員は、手指衛生の徹底と正しい防護具の装
着を継続し、地域の皆様へ安心安全な医療
提供のために尽力致します。今年も宜しくお
願い致します。

あけましておめでとうございます。
1月より、地域連携室長を拝命致しました。
患者さんと地域と医療を繋ぐ「連携」への期
待と役割は年々大きくなっており、その重責
に襟を正す思いです。感染症の流行により
連携の在り方も変化してきましたが、これま
で同様顔の見える関係を大切にし、地域に
根ざし開かれた病院となれるよう、連携室ス
タッフ一同尽力してまいります。
本年も宜しくお願い致します。
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ＡＩ搭載型３.0テスラＭＲＩ装置を導入しました！
2021年10月より最新型3.0テスラＭＲＩ装置を導入いたしま
した。
ディープラーニング（AI）技術が搭載され、3テスラ装置の中
でも高画質な撮像が短時間の検査で可能です。
また以前の装置と比べ開口径が広がり、検査時に感じる圧迫感
が軽減されているため、狭いところが苦手な患者さんにもリラッ
クスして検査を受けていただけるようになりました。

顔認証付きカードリーダーを導入しました！
当院ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう
「顔認証付きカードリーダー」を導入し、2021年10月から運用
を開始しました。
実際に利用された患者様や受付職員からは「簡単でスピーディに
なった」「登録間違いが無くなるので受付やレセプト業務が効率的
になった」と好評です。
全国的にマイナンバーカードの普及や対応できる医療機関はまだ
まだこれからですが、今後は医療費控除の手続きなどにも活用でき
る予定です。ご不明な点は受付窓口までお問い合わせください。
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工藤俊介

工藤俊介
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和田徹也

脳神経外科

大学医師

外

内

工藤俊介

または

非常勤医師

科
午後

工藤俊介

工藤俊介

工藤俊介

大学医師

工藤俊介

午前

伊藤康司
堀之内寿人

伊藤康司
堀之内寿人

松田基弘
大園芳範

伊藤桂代子

伊藤康司
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伊藤康司
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大園芳範）

（肝 臓）

－
大学医師
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非常勤医師

科
佐々木規
午後
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松田基弘
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（肝 臓）
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