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新年挨拶
院長 茶川 治樹

新年あけましておめでとうございます。
平成29年4月から院長を拝命いたしまして、ほぼ3年が経

とうとしています。医師数減により入院患者数への影響が
予想されましたが、急性期病床の一部を地域包括ケア病棟
に転換するなどが功を奏して、平成30年度からは多くの患
者さんに利用していただいています。昨年の夏から病院の
外壁の塗り替えや屋上の補修に取り組み、今年度中には完
成予定です。建物同様に気持ちも新たに、今後も地域の皆
さんに信頼される病院を目指してがんばりますので、皆様
のご支援とご協力をよろしくお願いします。

令和２年 新年の挨拶
副院長 貴船 雅夫

みなさん、明けましておめでとうございます。
昨年秋、厚生労働省の統廃合病院の公表があり、その中で

山口県内でも当院を含む14病院の名前が挙がっていました。
その発表を見た職員や通院患者さんから不安の声も聞きまし
たが、当院は大丈夫なことをお伝えしておきたいと思います。
今回の発表は3年前に厚生労働省が提案した将来の人口減少
を見据えた地域医療構想に基づくものです。地域に必要とさ
れるベッド数から割り出した医療機関のダウンサイジングや
機能連携・分化を含む再編統合が現在まで進んでいません。
それで業を煮やした厚生労働省がマスコミに3年前の情報を
流し再編統合を促したわけです。

当院も3年前は201床の病院でしたが現在は181床へとダウンサイジングいたしました。また
151床あった急性期病床も38床にし、残りは地域に必要な93床の包括ケア病床へ機能区分を
変更しています。つまり当院はすでに行政の意向に沿う形での改革を済ませているわけです。
以上、当院が当面は問題ないことがわかっていただけたでしょうか。
一方でどの病院においても医療環境が厳しいことは変わりません。そういった中で私たちが

目指すべきは病院自体が市民に必要とされる存在であることだと考えています。これからも
皆さんと一緒に病院の改善を進めていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます



元号が改まって初めて迎える新年、病院の外装もきれい
になりました。また心新たにみんなで力を合わせて岩国の
医療を支えていきましょう。
最近よく想うこと、医療という仕事はいいな、医療に携

わる者の行為や言葉ほど直接的に他の人に安心や勇気を与
えることができる仕事は少ないのではないかと。もちろん
きれいな言葉だけですべてがうまくいくわけではありませ
んが、薬だけではなかなか元気にならない人たちがいます。
心の元気が必要な人たちがいます。「病院へのひとこと」に
多くの人たちが感謝の言葉を残してくれていますが、この方
々はきっと心からの元気を取り戻した人たちなのでしょう。
医療者としての技量、だけでなく心の成長によって、さらに
医療者としての喜びは高まるのだと思います。本年も宜しく
お願いします。

副院長 福田 雅通

新年のご挨拶
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年頭のごあいさつ

あけましておめでとうございます。
昨年は、外壁の大規模改修や電子カルテ・部門システム

の更新で多くの出費がありました。今年は院内で提供する
食事の改善や空調更新、災害に備えて屋上高架水槽の拡大
工事を予定しています。
更に『病院まつりの拡大』や『新入職員オリエンテーシ

ョンの充実』も計画中です。『地域に頼られる病院』『職
員が誇れる病院』となるよう頑張るスタッフの皆様をサポ
ートさせていただく事で本年も精進してまいります。

事務部長 津川 智一

明けましておめでとうございます。
昨年4月より当院で仕事をすることになり、62歳での新

鮮な毎日がスタートしました。
2019年は病院外装の全面塗装工事、電子カルテの更新な

どとても大きなプロジェクトが動きました。私としてはど
れだけお役にたてたのか分かりませんが、職員の皆さんか
らいただく「お疲れさま」の言葉に励まされ、癒されなが
ら2020年を無事に迎えることができました。
さて、年を開けて今年は早速、病院機能評価受審が待っ

ています。津川事務部長と共に新たな気持ちで臨んで行く
所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

事務副部長 大賀 雅夫
令和２年元旦
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新年のご挨拶

新年のご挨拶

新年あけまして、おめでとうございます。
昨年4月に看護部長を拝命いたしまして“光陰矢のごとし”

でした。みんなに助けられ、本当に感謝しかありません。
今年は東京オリンピック2020の年です。「生きている間に

オリンピックの雰囲気を味わいたい。」と思いチケット抽選
の申込みをしましたが惨敗です。私は次回の日本でのオリン
ピック開催を元気高齢者として、生観戦できるのか・・・
ちょっとネガティブなります。人生100年時代！なるように
しかならないので、夢と希望を持って、運動・食事に気を付
けながら、今年は、早めの帰宅を心掛け頑張ります。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

副看護部長 浜 佳恵

看護部長 安永 彰子

新年あけましておめでとうございます。
皆様、穏やかな天候に恵まれた令和初めてのお正月をどの

ように迎えられたでしょうか。昨年末、令和ゆかりの地とさ
れる太宰府坂本八幡宮に行って参りました。万葉集の序文に
ある「初春の令月、気淑しく風和ぐ。梅は鏡前の粉に披き、
蘭は珮後の香に薫る。」の文言を引用、「人々が美しく心を
寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が「令和」には
込められているとのこと。
医師会病院職員一同が「地域医療を支えていく」という病

院目標のために、心を寄せ合い頑張っていけるように、まだ
まだ不慣れではありますが私ができることを微力ながら行っ
て参ります。どうぞよろしくお願い致します。

◆ 2020年度 看護師採用試験のお知らせ （2次募集） ◆

試験日時 ： ２０２０年 ３月 ７日（土）９:００～

（応募締切は、試験日の１週間前まで）

試験内容 ： 小論文 及び 面接試験

※ 詳細は、担当 川村までお問い合わせください。
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飲食物が気管に入ってしまうと・・・
肺炎につながる可能性も！！

来月は『誤嚥性肺炎の予防法』について掲載予定です。

むせなくても誤嚥している不顕性誤嚥を防ぐためには、以下のサインを
見逃さないことが重要です。常に意識して、気をつけておきましょう。

飲み込み後の
湿った

ガラガラ声

肺雑音がある

呼吸が苦しい

痰が増える
痰の色が
黄色っぽい

37.5℃以上の

微熱が続く

厚生労働省
主な死因別死亡数
（平成27年）

むせない誤嚥のサインとは？

食事の時に飲食物が気管に入るとむせますが、寝ている時などに唾液などを誤嚥

むせたりしないので自分も周囲も気づきにくく、知らないうちに肺炎（誤嚥性
肺炎）になってしまうことも。
高齢者の肺炎は、70％以上が誤嚥によるもので死に至ることもあるので要注意です。

してもむせないことがあります。（不顕性誤嚥）

当院のホームページに、 皆さんの健康維持・増進の手助けとなるようにと作成した

『健康づくりパンフレット』を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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編集・作成：岩国市医療センター医師会病院 院内広報委員会

 (午前中のみ) 　令和 ２年 １月 １日現在

月 火 水 木 金 土

小林 知貴
(広島大学)

　

＊毎週木曜日(9時～16時半)に診療を 行っています

＊糖尿病教室は、毎週月・木曜日、第２･４金曜日の
  15時から行っています

佐本 征弘
(山口大学)

中藤 嘉人 中藤 嘉人
(午前) (午前)

（第1･第3）

熊野 健一 熊野 健一 熊野 健一 原田 英宜

金谷 雄平
(広島大学)

（第1･第3）

（第２）

井本 浩哉
(山口大学)

 

 ★ 救急は、この限りではありません

 ★ 紹介状は必ずお持ち下さい

茶川 治樹
＊完全予約制ですので療育センター（24-0168）へ
   詳細はお問い合わせ下さい

※ 土曜日の午前中は、病院医師１名の当直体制となっています 

＊ 医療連携室電話番号： ☎（0827）21-3225

 療育 古賀 まゆみ 茶川 治樹 古賀 まゆみ 古賀 まゆみ 茶川 治樹

＊完全予約制ですので、放射線科受付(21-3224 )へ
   詳細はお問い合わせ下さい

 リハビリ科 繁冨 頼雄 松本 彰紘
(広島大学)

茶川 治樹 森脇 宣允 柳居 理絵子
森脇 宣允
木村 浩彰
(広島大学)

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 脳神経外科

＊毎月第１･３土曜日(10時～12時半)に診療を行って
　います

＊毎月第２土曜日(9時半～12時)に診療(機能的脳外科)
　を行っています(要予約)

末廣 栄一
(山口大学)

 放射線診断科 横田 佐和
(山口大学)

三好 啓介
(山口大学)

　

神谷 正喜
有吉 彰子
(山口大学)

【隔週交替】

交替 交替

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 茶川 一樹 茶川 一樹 清水 元晴

 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科

＊毎週 火曜日・金曜日のﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ(痛みの外来)は
　予約も可能です
　急患や火･金曜以外の診療については、医療連携室
　または直接 熊野健一へお問い合わせ下さい

(午前)
(再診のみ)

(午前) (午前) (山口大学)
＊第1･第3土曜日(9時～12時半)は完全予約制のため
　医療連携室へお問い合わせ下さい

 脳神経内科

＊毎週水曜日(9時～12時半)に診療を行っています
　（対象年齢：16歳以上）
＊完全予約制ですので医療連携室へ詳細はお問い合わせ
　下さい

福田 雅通 ＊紹介状を必ずお持ち下さい

 緩和ケア内科 中藤 嘉人 ＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

福田 雅通 ＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

 泌尿器科 ＊毎週水曜日(13時半～16時半)に診療を行っています

 小児科 福田 雅通 古賀 まゆみ 福田 雅通 古賀 まゆみ

 腎臓内科 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 糖尿病内科
 血液内科

佐々木 輝昌

 消化器内科
 （肝臓）

川口 憲二 川口 憲二

岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師

 総合診療科 ＊毎週月曜日(9時～12時半)に診療を行っています


