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岩国市医療センター
医師会病院だより
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岩国市医療センター医師会病院
〒740-0021
岩国市室の木町３丁目６－１２

☎（0827）21-3211（代表）
E-mail：info＠iwakuni-med.jp

新任医師紹介
循環器内科
おおうえ やすお

循環器内科部長 大上 泰生
＊平成４年広島大学卒
＊日本循環器学会認定 循環器専門医
＊日本内科学会認定内科医
＊ACLS修了
★専門領域について教えてください。
内科

特に循環器です。

外来診療日
毎週
月・水・金曜日

★診療科の特色を教えてください。
血圧やコレステロールなどのコントロール、
心不全、狭心症などの虚血性心疾患、さらには
不整脈などの心臓の検査や治療を行っています。

★得意とされている疾患について教えてください。
高血圧、脂質異常、不整脈、心不全、虚血性心疾患など、心臓全般を診させていただ
きます。また、心臓のエコーに加え、今後は冠動脈CTやMRIさらにはペースメーカ植
え込みなどを行っていきたいと考えています。

★先生のご趣味は何ですか？
近年は肥満の改善と体力維持のためトレーニングジムに通い始めました。細マッチョ
を目指してはいますが、道のりはまだまだ険しく、生涯ダイエットです。
又、岩国に単身赴任してからは自炊を始めましたので、おいしい料理が作れるように
なりたいと思います。

★アピールポイントやひと言メッセージなどがあればご記入ください。
患者様が笑顔になれる様、親身に寄り添い、お話しを聞き、その方にあった医療を提
供できる様に心掛けていきたいと思います。又、専門外の一般内科でも地域医療の一
助となれるよう全力で対応させて頂きますので、遠慮なくお申し付け下さい。
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４月１日（水） 令和２年度入職式
今年は、２４名の新入職員が
当院での新たな一歩を踏み出しました！

新入職員紹介
看護部
お

２階病棟看護師

だ

みずき

小田 瑞貴

初めまして、私の名前は小田瑞貴
と言います。卒業した学校は、岩
国ＹＭＣＡです。学生の時は広島
県から毎日通学をしていました。
この度、医師会病院へ就職する事
をきっかけに、岩国へ引っ越して
来ました。
新生活の始まりで、楽しみな気持
ち、不安な気持ちなど沢山ありま
すが、全てにおいて全力で頑張り
たいです！
よろしくお願いします！

まつばら

２階病棟看護師

かなこ

松原 伽那子

初めまして、松原伽那子と言い
ます。出身は、岩国です。
初めてなことが沢山ありますが、
何事にも取り組み自分自身を成
長させていき、立派な看護師に
なれるように努力していきます。
趣味は音楽鑑賞、映画鑑賞です。
時間があるときには、家で飼っ
ている犬と遊んだり、散歩など
をして気分転換をしています。
よろしくお願いします。
くもり

３階病棟看護師

しょうだ

２階病棟看護師

ま

な

正田 真捺

今は、不安でいっぱいですが、
これから同期の皆さんとはげま
し合いながら、仕事に専念して
いきたいと思います。
また、患者様と接する時には、
笑顔を忘れず、寄り添った看護
を心掛けていきたいです。

たさか

２階病棟看護師

ともみ

田坂 智美

私は以前、当院で働いていました。
この度、再度当院で働くことにな
りました。色々なことが微妙に変
わっていたり、新しく取り入れて
いたり、私自身が忘れていること
もあり、覚えるのに必死です。
久しぶりの急性期病棟でもあり、
沢山勉強すること、学ぶことが多
いと感じています。一つ一つ確実
に自分のペースで勉強していきた
いと思います。
以前一緒に働いていた方や、他職
種の方々にも声をかけて頂き、う
れしく思っています。
笑顔をモットーに毎日業務に取り
組んでいこうと思います。

さとこ

久森 聖子

私は笑顔が好きです。そのため、
私自身が笑顔でいることや、他
の人を笑顔にすることを目標と
しています。しかし、時には笑
顔のタイミングが空回ってしま
ったり、周囲が見えなくなった
りします。 そのような時は、
ぜひ、声をかけてください。
これから、職員の１人として頑
張りますので、よろしくお願い
します。

すずもと

３階病棟看護師

ゆうか

錫本 祐香

４月から看護師として働かせて頂
きます。生まれ育った地域の医療
に貢献できることを嬉しく思って
います。
ご迷惑をかけることもあるかと思
いますが、早く即戦力になれるよ
う頑張ります。よろしくお願いし
ます。
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はまおか

４階病棟看護師

うえにし

ゆうだい

４階病棟看護師

濵岡 雄大

岩国ＹＭＣＡを卒業して、この度、
４階病棟でお世話になる濵岡と申
します。
男性ということで体力だけはある
ので、積極的に動いて、看護の知
識をつけていきたいと思います。
分からないことが多く、ご迷惑を
おかけするとは思いますが、一生
懸命、頑張りたいと思うのでよろ
しくお願いします。

まつもと

４階病棟看護師

あおい

松本 葵

はじめまして、松本葵といいます。
出身は広島です。
はじめてのことや分からないこと
で、沢山失敗をしてしまうかもし
れませんが、看護師として、１人
の人間として成長していきたいと
思っています。
家に４匹の猫がいるので、家にい
るときは猫とあそんだり、アニメ
鑑賞をしています。
１日１日を大切にし、一生懸命頑
張りたいと思います。よろしくお
願いします。

すみの

リハビリ病棟看護師

か

え

住野 嘉恵

４月より入職しました、住野嘉恵
です。
常に、笑顔を忘れず、一生懸命頑
張っていきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

放射線部
診療放射線技師

おかもと

ゆうな

岡本 侑奈

放射線部に配属になりました診療放
射線技師の岡本侑奈と申します。
出身は高知県で大学は広島国際大学
です。岩国にはほとんど訪れたこと
はありませんでしたが、これからこ
の地域の良いところを見つけていき
たいと思っています。
人から信頼される診療放射線技師を
目指して、努力していきます。
よろしくお願いします。
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ま お

上西 真央

初めまして、広島育ちの上西真央と
言います。中学・高校は吹奏楽でユ
ーフォニウム・チューバを吹いてい
ました。専門学校では４年間茶道サ
ークルを行っていました。基本、物
事には何にでも興味があり、トライ
するのが好きな性格です。好きな色
は緑‼毎日のラッキーカラーです。
そして、好きな生き物は、は虫類・
魚類（特にワニが好きです）。
少し人見知りですが、お話するのが
好きなので、患者さんや医療従事者
の方々と良好な関係を築けるように
していきます。看護師１年目のスタ
ートを切りました。これからよろし
くお願いします。

よねざわ

リハビリ病棟看護師

ゆ

き

米澤 有紀

まだ未熟ではありますが、看護師
として、患者様、そのご家族に良
い看護が提供できるよう、先輩看
護師さんに日々ご指導・アドバイ
スを頂きながら、笑顔を忘れず頑
張ります。
よろしくお願いします。

リハビリ病棟看護補助者
にしざき

ありさ

西﨑 亜莉沙
地元は光市で自然と抹茶が大好き
です。
未熟者ではありますが、精一杯心
を込めて頑張ります。
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い致します。

保健健診部
臨床検査技師

よしまつ

り

こ

吉松 莉湖

今春から臨床検査技師として勤務
する吉松といいます。
山口市出身で、岩国へは今までほ
とんど来た事がありませんでした。
就職を機に岩国を訪れ、歴史ある
街並みや国際色豊かな雰囲気に触
れ、魅力的なところだと感じまし
た。地域の方と関わり合いながら、
一人前の検査技師となれるように
精一杯頑張っていきます。
よろしくお願いします。

地域医療連携センター かけ橋
やすなが

社会福祉士

りょうたろう

安永 亮太朗

リハビリ部
うちやま

地域医療連携センターかけ橋の配
属になりました安永亮太朗と申し
ます。
広島国際大学の医療福祉学を専攻
し、日本の医療福祉を学んできま
した。これからは当院において、
患者さんや職員の方に信頼される
医療ソーシャルワーカーになれる
ように、日々精進してまいります。
ご指導のほどよろしくお願いいた
します。

リハビリ部
理学療法士

かみぞの

内山 佳菜

この度、入職させていただきま
した内山佳菜です。
出身校は、山口コ・メディカル
学院です。
未熟者でご迷惑をおかけしてし
まうと思いますが、一生懸命、
向上心を持って日々頑張ってい
きます。多くの知識、技術、経
験を身につける事が出来るよう
努力していきます。これからよ
ろしくお願い致します。

神薗 綾香

み

と

ゆうき

三戸 優希

４月から入職いたしました、三戸
優希です。
出身は周南市で、学校は山口コ・
メディカル学院を卒業しました。
これから、患者様１人１人に誠実
に向き合い、元気良く、笑顔を忘
れずに努めていきたいと思います。
迷惑をおかけすることもあると思
いますが、自分に出来ることを精
一杯頑張ります。よろしくお願い
します。

リハビリ部
作業療法士

な

あやか

この度、入職致しました理学療
法士の神薗綾香です。
出身校は広島都市学園大学です
が、実家は岩国にあります。
学生の頃からサッカーをしてお
り、体を動かすことが好きです。
サッカーで身につけた体力と声
の大きさを活かして、元気に頑
張りたいと思いますので、よろ
しくお願い致します。

リハビリ部
理学療法士

理学療法士

か

やなぎだ

えいこ

柳田 詠子

４月から、リハビリテーション
部、作業療法士として働くこと
になりました。山口コ・メディ
カル学院出身の柳田詠子です。
迷惑をかけてしまうこともある
かもしれませんが、一生懸命頑
張りたいと思います。
ご指導よろしくお願いします。

リハビリ部
理学療法士

きゅうとく

せいや

久德 聖也

このたび入職いたしました理学
療法士の久德聖也です。
私の趣味はサッカーやテニスな
ど体を動かすことです。
山口市から引越して来たばかり
で岩国のことがあまり分からな
いので、これから少しずつ知っ
ていけたらと思っています。
これから、ご迷惑をおかけする
こともあると思いますが、よろ
しくお願いいたします。

リハビリ部
作業療法士

ながた

つよし

長田 剛史

このたび入職しました、長田です。
出身はここ岩国で、岩国が大好き
です。作業療法士を目指すきっか
けであり、就職したいと考えてい
た医師会病院に入職でき、とても
嬉しく、身のひきしまる思いです。
趣味は、野球観戦で、カープの由
宇球場によく出現します。他に、
サッカー観戦や高校の部活でやっ
ていたゴルフです。スコアはまだ
まだですが…。
未熟者ですが、医療チームの一員
として笑顔で努力していきますの
で、よろしくお願い致します。
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リハビリ部
作業療法士

なかざわ

リハビリ部
言語聴覚士

のりこ

中澤 紀子

作業療法士の中澤です。３年ぶり
に岩国医師会病院に戻ってまいり
ました。３年間は家族との時間を
優先し、大学院での学びや、訪問
看護ステーションでの勤務を通じ
て、改めて作業療法のこと、地域
のことなど知見を広げてきました。
気持ちも新たに、１人でも多くの
方の“作業的に豊かな生活”のお
手伝いができればと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

せ

と

か

こ

瀬戸 加子

はじめまして。４月１日より、
言語聴覚士として入職しました。
以前は、広島県福山市の病院で働
いていました。
私のモットーは、いつも笑顔で！
どんな時でも頼って頂ける存在に
なることです。趣味は音楽鑑賞で、
歌う事も大好きですし、クラリネ
ットも吹けます♪
これから、少しでも皆様のお役に
立てるよう一生懸命頑張ります。
どうぞ、よろしくお願い致します。

令和３年度看護師入職試験案内
【試験日時】

２０２０年 ６月１３日（土） ９:００ ～
※ 募集定員に満たなかった場合は、下記の日程で入職試験を行います。

２次募集 ２０２０年 ７月１１日（土）９：００ ～
３次募集 ２０２０年 ８月１５日（土）９：００ ～
４次募集 ２０２１年 ２月２７日（土）９：００ ～

【試験内容】
小論文 及び 面接試験

【提出書類】
履歴書
（自己紹介書）
成績証明書 卒業見込み証明書（新卒者）
健康診断書（書式不問）
看護師免許証（コピー）（既卒者のみ）
※ 提出書類は、入職試験日の１週間前までに 郵送 または 持参して下さい。
＊送付先

〒740-0021
山口県岩国市室の木町３丁目６－１２
岩国市医療センター医師会病院

＊お問い合わせ先
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総務課 宛

総務課 川村 （TEL：0827-21-3211）

安全Topics

患 者 安 全 啓 発 小 部 会

☆「あなたの状態」で当てはまるものに○をつけてください。
あなたの現在の健康状態はいかがですか？
①よい
②まあよい
③ふつう
④あまりよくない
⑤よくない
④あまりよくない、⑤よくない にチェックが入ったら…

毎日の生活を振り返ってみましょう
健康状態がすぐれないのはなぜか、心あたりはありますか？
ある場合、それは最近のことか、ずっと続いていることか、
どちらでしょう？
もし長い期間続いており、病気以外のことが原因の
ようでしたら、来月以降のほかの質問項目で原因と考えられる
ものがないかチェックしてみましょう。
不調の原因を知り、対処することで、フレイルの予防・改善ができます。

長期間、慢性的に続いている場合

急に健康状態が悪くなった場合

保健センター・地域包括支援
センター・かかりつけ医などに相談

かかりつけ医など
医療機関を受診

かかりつけ医を持ちましょう。
不調の時には早めに受診できるなど、日頃から健康管理を
してもらえます。
必要により眼科医、整形外科医、耳鼻科医などにつなげて
もらえます。
来月は『”健康いきいき“10のポイント～ポイント②心の健康状態編～』について掲載予定です。
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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岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師
令和 ２年 ４月 １日現在

(午前中のみ)

月
総合診療科

火

土
＊毎週月曜日(9時～12時半)に診療を行っています

川口 憲二

大上 泰生

川口 憲二

大上 泰生

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

大上 泰生

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

＊毎週木曜日(9時～16時半)に診療を 行っています

佐々木 輝昌

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

＊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

福田 雅通

福田 雅通

佐本 征弘

泌尿器科

小児科

金

(広島大学)

糖尿病内科
血液内科

腎臓内科

木

小林 知貴

消化器内科
（肝臓）

循環器内科

水

＊毎週水曜日(13時半～16時半)に診療を行っています

(山口大学)

福田 雅通

古賀 まゆみ

中藤 嘉人

緩和ケア内科

(午前)

福田 雅通

中藤 嘉人

古賀 まゆみ

福田 雅通

中藤 嘉人

熊野 健一

熊野 健一

熊野 健一

原田 英宜

(午前)
(再診のみ)

(午前)

(午前)

(山口大学)

整形外科

＊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）
＊完全予約制のため、医療連携室へ詳細はお問い合わせ下さい

(広島大学)

貴船 雅夫

貴船 雅夫

茶川 一樹

＊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
＊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

金谷 雄平

脳神経内科

＊紹介状を必ずお持ち下さい

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

(午前)

（第1･第3）
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科

＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

茶川 一樹

清水 元晴

消化器外科

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

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

（第1）

貞廣 浩和
（第3）

＊毎月第１･第３土曜日(10時～12時半)に診療を行っています

杉本 至健
脳神経外科

(山口大学)

（第２）

井本 浩哉
(山口大学)

放射線診断科

有吉 彰子

リハビリ科

繁冨 頼雄

(山口大学)

交替

亀田 ふみ

松本 彰紘

茶川 治樹

(山口大学)

療育

古賀 まゆみ

茶川 治樹

古賀 まゆみ

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

交替

伊原 研一郎

森脇 宣允

柳居 理絵子
松本 彰紘

森脇 宣允
木村 浩彰

(広島大学)

(広島大学)

茶川 治樹

茶川 治樹

(広島大学)

古賀 まゆみ

★ 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

＊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)

(山口大学)

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

＊完全予約制のため、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

医療相談室についてご案内

救急センター

疾病に関する医学的な質問、医療安全、医療費、各種申請書、各種証明書、
入院生活、健康診断結果等の健康管理に係る相談、保健福祉サービスに関
する相談等について、医療安全管理者・看護師・薬剤師・社会福祉士等の
各担当者がご相談に対応します。
本館１階受付にお気軽にご相談ください。
受付時間：9：00 ～ 17：00（平日）
9：00 ～ 12：00（土曜日）

岩国市医療センター医師会病院 救急センターは、
下記の時間に診療を行っています。
休日・夜間のお問い合わせは、救急センターに
お願いします。
平日・土曜日：19：00 ～ 22：00
日曜日・祝日： 9：00 ～ 22：00
電話番号：０８２７－２１－１１９９

携帯電話でアクセス！

左の２次元バーコードを
携帯のカメラで読み取り、
携帯電話に登録できます。

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

