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かけ橋病棟担当変更

レスパイト入院ご案内

第３金曜日は演歌の日

●

●

患者満足度調査結果報告●

●

● 安全Topics



◆ 外来部門 ◆

ほとんどの項目において良い評価をいただきました。
中でも、『医師の印象』に対する評価は高い結果となりました。
ただし、『待ち時間（受付～診療）』については低い評価のため、今後の課題です。

総回答数： 149件

（全172施設）

他医療機関との比較
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総合評価平均得点（５点満点） 4.12点

調査実施期間：令和元年11月25日～29日



◆ 入院部門 ◆

総回答数： 76件

他医療機関との比較

総合評価平均得点（５点満点） 3.91点

ほとんどの項目において良い評価をいただきました。
中でも、『医師の印象』に対する評価は高い結果となりました。
ただし、『食事内容』については低い評価のため、今後の課題です。

（全100施設）
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外来紹介
急性期病棟
地域包括ケア病棟
回復期リハビリ病棟

東館2階

福祉機器展示室

階段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

地域医療連携センター

かけ橋

青い看板が

目印です
地域医療連携

センター

かけ橋

田村純子

桑原直子

本館3階担当本館2階担当

退院支援看護師

👉入院中のご相談は

医療ソーシャルワーカー

末廣直美

業務時間 平日 8:30～17:30
土曜 8:30～12:30

TEL 0827-21-3225
FAX 0827-22-1654

👉全てのご紹介・入院のご依頼は

廣兼利江子

業務時間 平日 8:30～17:30
土曜 8:30～12:30

患者さん、ご家族一人ひとりの要望に応じて転院、
転所先の病院や施設、在宅で利用できる福祉サービス
などを皆様と一緒に考え、安心して退院後の生活が
送れるようサポートします。

病棟統括

石田憲司

TEL 0827-21-3238
FAX 0827-21-3239

リハビリ病棟担当

本館4階担当

村岡佐和子

室谷宣志木村清治

ご紹介は引き続き
こちらにお願い

致します！
👉👉👉👉👉👉👉

復帰しました！

4階病棟担当に
なりました！
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レスパイト入院

○常時介護が必要な方
在宅で医療機器を使用（痰吸引、在宅酸素など）

○病状によりショートステイの利用が困難な方
○静脈点滴･経管栄養･中心静脈栄養や褥瘡の処置が必要な方

地域医療連携センター かけ橋（担当：室谷・木村）まで
ＴＥＬ：0827－21－3225 ＦＡＸ： 0827－22－1654

業務時間：平日 ８：３０～１７：３０ 土曜 ８：３０～１２：３０

かかりつけ医

訪問看護
ステーション

レスパイト入院
診療情報提供書

レスパイト入院
予約申し込み用紙

※かかりつけ医の診療情報提供を
依頼することもありますので

ご了承ください。

どちらの用紙も病院ホームページから
ダウンロード可能です→ → → → →

URL http://iwakuni-med.jp

別料金が加算されますが
個室もご利用いただけます。

お申し込み・お問い合わせ

レスパイトとは「一時休止」「休息」「息抜き」という意味です。
在宅介護などで介護者が日々の 介護に疲れを感じ限界を超え
介護不能となることを予防する 目的で短期間の入院が利用
できます。
私たちは介護にかかわる全ての 人を支える病院を目指します。

居宅介護支援事業所

地域包括支援センター
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＊お名前の由来は？

昭和時代の「お父さん」のシンボル、
磯野波平さんから頂戴いたしました。

＊レパートリーは何曲くらいありますか？

今のところ、人前に出せるのは14～5曲ですかね。
毎回新曲を一曲入れようと思っているので、今後も少しずつ増えていくと思います。

＊リクエストはどうすればよいですか？

会場のギターケースに100円以上投げ入れてくれたら･･･（嘘です）。
いつでも病院のスタッフに。ないしは、私がブラブラ歩いている
ときに呼び止めてくれてもいいです。

＊選曲のポイントは？

これまで様々なジャンルの音楽をやってきました。そんな中で
ひとりで完結できる音楽となるとギターの弾き語り。
これに合うような昭和の歌謡曲を主に演奏します。

＊波平さんの十八番を教えてください。

石原裕次郎『 北の旅人 』

＊患者さんと楽しそうに対話をされていましたが、どのような話題を出されているのですか？

多くの患者さんは、戦中戦後の時代に青春を送ってきたひとたちです。
むしろ私が知らないことを教えてもらうのが楽しい。例えば、当時の恋愛事情とか。
時には初恋の人のなまえを聞こうとしますが、なかなか教えてくれません。

＊楽しみにされている患者さん方にメッセージをお願いします。

毎月第３金曜日は演歌の日！ ご来場とあたたかい応援をお待ちしています。

令和元年の10月より、3階病棟の談話室にて週3日
（月、水、金）入院されている認知症患者さんの生活
リズムを整えるために少人数で集まり、編み物や塗り
絵など思い思いに過ごしていただいています。
その中でも、毎月第３金曜日に行っている、福田波平
こと福田副院長によるミニコンサートは大盛況です。
福田副院長自らギターを弾かれ、熱唱されています。

毎回たくさんの方が談話室に集まり、手拍子などで賑や
かに楽しい時間を共有されています。リハビリで廊下を
行きかう患者さんや家族の方も立ち止まって聴き入って
おられます。懐かしい曲を演奏されるため、高齢の患者
さんにとても大好評です。歌の合間にはスペシャルトーク
も繰り広げられ、あっという間の30分になっています。
ぜひ、みなさんも一度足を運んでみてください。

デイケア担当看護師 山田 咲

デイケア中に行われるミニコンサートについて

※ ３月の第３金曜日は祝日のため、13日に行いました。
次の「演歌の日」は、４月17日(金)の予定です。



安全Topics 患 者 安 全 啓 発 小 部 会

食事の際の工夫

来月は『‶フレイルチェック“ではじめる健康づくり』について掲載予定です。

食べるときの姿勢や角度に気を付ける

●体や顔が傾かないように、クッションやタオルなどを使って支える

●アゴを引いて前かがみの姿勢を取る

〇

食事の際、少しの意識付けや工夫で、飲食物を飲み込みやすくなる
こともあります。

交互嚥下を実践してみる

栄養状態をよくしておく

本予防法で必ず誤嚥性肺炎が予防できるわけではありません。
かかりつけの医師、看護師、薬剤師、栄養士などに相談して行うように
して下さい。

●口の中に飲食物が残ってしまう方は、嚥下がしやすい飲料などで残留物

●低栄養や脱水から抵抗力が低下すると肺炎が起こりやすくなるため、
毎日の食事で不足しがちなビタミン・ミネラルなどの栄養をバランス
よく摂りましょう。

を流し込む（交互嚥下）も実践してみましょう。

気管に

角度

入りにくい

×
気管に
入りやすい

角度

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 ３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

※ 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

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

 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 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

 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

 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
＊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

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 消化器外科 筒井 慶二郎
＊入院等必要のない外来で完結する患者のみ、
　詳細はお問い合わせ下さい

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 茶川 一樹 茶川 一樹 清水 元晴

 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

 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

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


