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の義務となり、マスク着用により顔の大部分が隠されることで、直接対面で得ら

れていた多くの情報が伝達されなくなりました。伝える側はマスクの中で声がこも

り、受ける側は相手の口唇の動きや口元の表情を含めた非言語情報が制限されるた

め、情報のすれ違いが起こりやすくなりました。

ニューノーマル時代に入り、今後も暫くマスクが手放せなくなるとすれば、私達

は今後どのように対処していけばよいのでしょうか？ 我々医療人にとって情報を

正しく伝達することは何よりも大切なことです。そのための具体策として、『伝え

る側はなるべく大きな声を出し、滑舌よく話をすること。受ける側はなるべく大き

く頷いて相づちを打ち、出来ればその内容を復唱すること。』などの工夫が必要と

なるのではないかと考えます。

当院では、新型コロナウイルスに感染され、コロナウイルスに対する治療は終了となっ

た患者様の入院受け入れにも取り組んでいます。人工呼吸器管理中の患者様や、後遺症

や治療後の身体機能の低下により、すぐに自宅や施設に戻ることが難しくなった患者様

の治療やリハビリを実施しています。

医療法人弘仁会理事長
和田 信弘
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～アフターコロナの受け入れ～
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COVID-19の流行後、公の場における日本人の

マスク着用率は世界でもトップクラスと云われて

います。とりわけ我々医療人にとって、マスク着

用は日常的であり、何の抵抗感もありませんが、

COVID-19流行前の我々は、四六時中マスクを着用

していたわけではありませんでした。

Withコロナの環境で、常時マスクの着用が当然

当院玄関での感染対策

・・・・・・・・・・ NANWA HOSPITAL  ・・・・・・・・・・
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南和病院 新病院長

三馬 省二

新病院長ごあいさつ

昨年4月1日に南和病院副院長としてお世話になってからちょ

うど1年、4月1日付で病院長を拝命しました。病院長として今

まで以上に責任が増すことは自覚していますが、平常の診療は

これまでの1年と変わることなく、日々勉強をしながら、経験

を積みながら皆さんと一緒に進んでいきたいと考えています。

私は奈良医大卒業後40年以上、奈良医大および県立奈良病院（現、奈良県総合医療セン

ター）で泌尿器科専門医として急性期医療に携わってきました。2013年3月には、手術ロ

ボット“ダヴィンチ”の術者として奈良県第1号の患者さんを執刀しました。私は、この

ダヴィンチ手術に代表される最前線の急性医療の中で「いかに患者さんを治すか」という

ことだけを考えていましたが、南和病院に来てからは180度異なる視点、すなわち「いか

に患者さんに安らかな時間を過ごしてもらうか」を考えるようになりました。もちろん、

急性期医療が優先されることは間違いないのですが、超高齢化社会において、治る見込み

がない、帰る場所がない人たちの診療を行うことの重要性を改めて考え直しています。今

後も、すべての職員の皆さんと一緒に、患者・家族を中心とした心のある診療を行ってい

きたいと思います。

着任時にはそろそろ収まるだろうと安易に考えていたCOVID19禍は収まるどころか益々

猛威を振るい、3月にはついに当院でのクラスター発生という事態を迎えてしまいました。

クラスター発生後、職員全員がとてもつらい時間を余儀なくされていますが、これで後退

することなく、逆に今後はこの経験を生かすことを考えて、一丸となって前を向いて進ん

でいきましょう。

新しく着任された役職者のご紹介

看護副部長
兼患者・入所者支援センター長

兼医療安全推進室長

錦 三惠子

検査科長

梅木 弥生

２

薬剤部長

齋藤 俊郎
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介護医療院開設

超高齢社会を迎え、増加していく慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、当院も療養

病棟の一部を改装し、昨年の９月から介護医療院として開設しています。

介護医療院では、長期にわたり療養が必要な要介護状態にある利用者様に対して、ケアマ

ネジャーがケアプランを作成しています。そのケアプランに基づき、一人ひとりにあった看

護・介護及びリハビリ、その他必要な医療を提供しています。その方が有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。

当施設は、介護医療院としての「医療と介護」そして「生活の場」としての役割を意識し、

スタッフ一同取り組んでいきます。

昨年度は、以前当院に職場実習に来られた奈良県立高等養護学校の卒業生（中嶋 彩翔さ

ん）を看護補助者として迎えました。

年末の仕事納め式では、真面目で丁寧な中嶋さんの仕事ぶりと、職場の雰囲気向上に貢献

したことが評価され、理事長表彰されました。中嶋さんは、「来年度も頑張ります」と笑顔

で決意を話してくれました。

障害者雇用の促進
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呼吸器を装着された患者様の受け入れ

当院では、がんや肝硬変などで溜まった腹水（難治性腹水）をバッグに取

り出し、濾過器で細菌や癌細胞等を除去してから濃縮器で除水を行い、アル

ブミン等の有用な物質を再び体内に戻す腹水濾過濃縮再静注法（ＣＡＲＴ）

も積極的に行っています。

当院の透析室はケアミックス病院の特徴を活かし、長期療養病棟また

は一般病棟の患者様などに、入院中におけるオンライン透析や、シャン

トエコーでのバスキュラーアクセスの機能評価など幅広い維持管理に努

めています。

透析室

今年から潰瘍を有する重症化した閉塞性動脈硬化症（ASO）に対して、

病因物質であるLDL-Cやフィブリノーゲンを選択的に除去して、浄化され

た血液を再び体内に戻す、吸着型血液浄化器（製品名：レオカーナ®）での

LDL吸着療法を始めています。

スタッフ一人ひとりの個性を尊重し、ワンチームとして、医師、 看護師、臨床工学技

士で連携し『心の通うぬくもりのある医療』を目指して取り組んでいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当院は、主に急性期治療が終了しても継続して慢性期治療を必要とする患者様を受け入れ

る療養病院として機能しています。

当院では、人工呼吸器を装着されている患者様の入院の受け入れも積極的に行っています。

現在、８名の人工呼吸器装着患者様が入院治療されており、患者様が安心して快適な療養生

活を送れるよう、看護・介護に尽力しています。入院時や転棟時のカンファレンスはもちろ

んのこと、必要に応じて多職種での話し合いも実施し、治療方針の決定を行っています。ま

た、安心して人工呼吸器を長期装着していただくため、医師・臨床工学技士・看護師による

安全管理も徹底して行っています。



看護部 勉強会の報告
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看護補助者会の各病棟代表者が講師を担当し、「心臓マッサージ」

「窒息時の対応」「心電図のつけ方」「緊急時の必要備品」など学習しました。講師の看護

補助者は、今回のために深く学習し、どうすれば「伝わるか」を考え、演習計画を立てまし

た。緊急時の対応として、看護補助者ができることはたくさんあります。日々、学習を繰り

返し、いざという時にすぐに対応できるよう努めたいと思います。

研修で真剣に取り組む姿に「こんな看護職員に命を守ってもらいたい」と感じました。地

域で人命救助の場面に立ち会った際は、南和病院で勤務する職員として、手を挙げて率先し

て救命活動をしていきたいと思います。

看護部では、年に一度看護研究発表会を開催し、それぞれの日々の看

護・介護でみられた成果を発表しています。今年はコロナウイルスの

影響のため、開催することはできませんでしたが、今後も知識や情報

を共有することにより、それぞれの看護・介護の質の向上と、医療人

としての成長を続けていきたいと思います。

看護部では看護部教育委員会と看護補助者会による勉強会を年4～6回開

催しています。３月には、４日と10日の二日間にわけて「看護補助者がで

きる急変時の対応について」をテーマに研修を開催しました。



放射線科 -FPD搭載高性能X線撮影装置(DRシステム)導入-
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放射線科では、レントゲン撮影において、新しくFPD搭載のDRシステムが導入されました。

デジタルカメラさながらのスピーディーな撮影が可能となるだけでなく、高性能なX線受像

器により高画質の撮影画像が得られ、被ばく低減にも貢献しています。この撮影パネルに

はメモリ機能が備わっており、ポータブル撮影時に無線にてタブレット端末等で直ぐに画

像が確認できるので、医師の診察にも役立てています。撮影が続けて可能となったため、

追加撮影の負担が軽減され業務効率が向上しました。このパネル自体はバッテリー稼働式

であり、緊急時(停電時等)の検査においても役立てることができます。また、パネル素材

に抗菌加工(消毒液対応)が施されており、感染対策にも対応しています。

骨の微細構造の描出
(高画質)

無線端末での画像確認
消毒液によるパネル清掃

(感染対策)

当院で稼働している自動化学

発光酵素免疫分析装置という検査機器、

Accuraseed(アキュラシード：富士ﾌｲﾙﾑ

和光純薬 )は、ホルモンや腫瘍マーカー

を10分で測定することができ、診療前検

査に貢献しています。

当院では新型コロナウイルスの抗原定

量検査としても利用しており、分析器に

挿入後10分で結果が出ます。新型コロナ

ウイルスの変異株に対してもウイルス抗

原を検出できることを確認して

います。

新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の検査方法には、核酸検出検査

（PCR等）と抗原検査（定性、定

量）があります。現時点で最も信頼

性の高い検査は核酸検出検査（PCR

等）であり、次いで抗原定量検査が

PCRと同等といわれています。実用

的な検査法とされ、有症状者だけで

なく、無症状者の確定診断も可能と

なっています。抗原定量検査はPCR

検査に比べ判定時間が短いという特

徴があり、医療機関に加えて空港検

疫等でも活用されています。

Accuraseedでの検査

Q＆A

抗原検査と
核酸検出検査って？

コロナ禍における検査科の
取り組み



診療科目

＊ 外来診療医師担当表＊

・午前診療：受付時間8時45分～11時30分

・午後診療は休診です。

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科の外来受付時間は、

(月)～(金)の9時～11時30分です

・休診日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始

内科 外科 肛門外科 整形外科 脳神経外科
泌尿器科 人工透析内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科（理学療法 ・ 作業療法 ・ 言語聴覚療法）

皆様に、当院をより知っていただく為に、新しくパンフレットとプロモーションビデオを

作成しました。また、ホームページも適宜更新しています。

現在、パンフレットは受付にて配布しており、プロモーションビデオはホームページにて

配信していますので、南和病院・介護医療院の雰囲気を感じていただければ幸いです。

ホームページアドレス

http://www.koujin.jp
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QRコード

診療科/曜日 月 火 水 木 金 土

内科 法田 髙嶋 妹尾
法田
山本

對馬

外科 和田 和田

整形外科 吉川

脳神経外科 石田

泌尿器科 三馬 三馬

禁煙外来 和田

南和病院・介護医療院
新パンフレット ・ プロモーションビデオのお知らせ

住所 〒６３８－０８３３ 奈良県吉野郡大淀町大字福神１－１８１

電話番号 ０７４７－５４－５８００ FAX番号０７４７－５４－５７００

南和病院
医療法人弘仁会

施設概要

〇病院 病床数：120床

（２階：一般病棟 ４２床 ３階：療養病棟 ３０床 ４階：療養病棟 ４８床）

●併設

・介護医療院（18床） ・デイサービスセンター ・介護支援センター ・訪問リハビリテーションセンター

お車で

京奈和自動車道 五條北I.Cより東へ約８分
国道２４号線 五條市 「居伝町交差点」より東へ約７分
国道１６９号線 大淀町「桧垣本交差点」より西へ約８分

バスで
「よどりバス」今木・薬水コース 南和病院下車

電車で
近鉄吉野線「福神駅」下車 東へ徒歩５分

交通のご案内
–ACCESS-

７


