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非常勤医師紹介

【診療日：毎週水曜日】

★診療科の特色を教えてください

主に近隣の開業医の先生からＣＴやＭＲＩのご依頼を受け、その検査の画像診断を
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
腹部領域の画像診断。大学病院ではカテーテル治療など
ＩＶＲに力を入れています。

★先生のご趣味は何ですか？

テニスやゴルフです。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

新型コロナウイルスにより大変な世の中となっていますが、画像診断を通じて
患者さんの支えになれるよう努力します。

★専門領域は何ですか？

画像診断、IVR（画像下治療）

放射線科 伊原 研一郎 先生
いはら けんいちろう

（山口大学病院）

【診療日：毎週月曜日】

★診療科の特色を教えてください

★得意とされている疾患について教えてください

呼吸器領域を得意としています。

★先生のご趣味は何ですか？
博物館、美術館巡り、観劇、旅行先で美味しいお酒を探すことです。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

画像診断分野はわかりにくく、とっつきにくい分野ですが、できるだけわかりやすく、
丁寧に説明できるよう心掛けていきたいと思います。

★専門領域は何ですか？

現在、健診で撮影されるレントゲンや胃のバリウム検査や
エコー、ＣＴ、ＭＲＩ等、様々な画像診断装置があります。
それらを患者さんの症状や病歴とあわせて評価していく診療科になります。

放射線科

放射線科 亀田 ふみ 先生
かめだ

（山口大学病院）
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【診療日：毎週水曜日午後】

★診療科の特色を教えてください

過活動膀胱、前立腺肥大症等の排尿障害を中心に
尿路の悪性疾患の診断、外来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

泌尿器科一般ですが、当院では排尿障害がメインです。

★先生のご趣味は何ですか？

釣りです

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

わかりやすい説明を心がけて行います。

★専門領域は何ですか？

泌尿器科

泌尿器科 松隈 悠 先生
まつくま はるか

（山口大学病院）

【診療日：毎週金曜日】

★診療科の特色を教えてください

★得意とされている疾患について教えてください

中枢神経、頭頚部領域

★先生のご趣味は何ですか？

最近は庭作りをしています。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

ＣＴ、ＭＲＩに関する相談があればご連絡ください。よろしくお願いします。

★専門領域は何ですか？

様々な領域のＣＴやＭＲＩによる画像診断を通して、
診療をサポートしています。

画像診断

放射線科 飯田 悦史 先生
いいだ えつし

（山口大学病院）
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医師会病院ゴルフ部は、月に1回尾津のゴルフ練習場に集まって練習し、年に1回は親睦ゴル

フを開くことを目標としています。本年は10月25日に1年ぶりの大会が開かれました。

最近はゴルフをする人も少なくなり、部員数は幽霊部員を含めても一桁です。今回も何とか

参加者を6人集めコンペを開くことができましたが、1年ぶりにラウンドする参加者も3人い

ました。今回の開催場所となった美和ゴルフクラブはＯＢゾーンも少なく良いスコアの出や

すいゴルフ場です。広いフェアウェーがあるにもかかわらず、そこを避けるように参加者は

右に左に打ち分けました。樹々の中に打ち込んだり、時には隣のホールまでボールが行って

しまったりと悪戦苦闘のプレーとなりました。当然ながらスコアは低調でしたが、雲一つな

い秋晴れのなかで気持ち良い汗をかくことができました。

今回参加された川口先生は、昨年のこのゴルフ大会以来のゴルフのラウンドでした。古希を

過ぎていらっしゃいますが、シニア用のティーからではなく私たちと同じレギュラーティー

から打たれました。それでも前半だけで最も多い3つのパーを取られました（参加者では１

番多いパーの数でした）。脱帽でした。

今回のゴルフの順位は、各参加者のこの2年間のゴルフラウンド数に一致していました。ダ

ブルペリアではなくグロスでの順位決定でしたので、ラウンド回数の１番多かった私が優勝

者となった次第です。コンペの景品はほとんど値段には差がなく、中身のわからないお菓子

を成績順に選ぶ楽しいシステムでした。皆さんも参加されませんか。 （文責 貴船雅夫）

ゴルフ大会 結果

優勝 貴船雅夫

（副院長・診療部）
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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。

以前と比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか？
①はい ②いいえ

この1年間に転んだことはありますか？
③はい ④いいえ

ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか？
⑤している ⑥していない

①③はい、⑥していない にチェックが入ったら…

来月は『”健康いきいき“10のポイント～ポイント⑦認知機能編～』について掲載予定です。

生活習慣・生活環境の改善ポイント

毎日30分程度の運動を

毎日適度に歩いたり、スクワットなどの
足腰の筋力トレーニングを習慣にして、
筋力やバランス能力などを保ちましょう。

家の中の危険な場所を改善(環境づくり)

スリッパは履かない、足元に物を置かない、
廊下や階段などに手すりをつけるなど、
転びにくくなるように改善を。

足腰の筋肉を鍛え、転ばない環境づくりをしましょう

「環境づくり」が大切です。

外出時に転倒予防の工夫を

外出時には歩きやすい靴を履き、必要に
応じてつえや歩行器を活用しましょう。

歩く速さが以前より遅くなったり、立ち座りなど日常生活に

支障がある場合は、フレイル(老化などで様々な心身の機能が

低下した状態)の危険があります。

また高齢になるほど、つまづきなどで転びやすくなりますが、

転倒による骨折は、寝たきりなどを招く主な原因です。

転倒・骨折を防ぐためには、足腰を鍛える「体づくり」と

転びにくい住まいに整えたり、転びにくい工夫をする

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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スタッフ
臨床検査技師
検体検査 ４名（臨床検査技師・緊急臨床検査技師）
病理・細胞診 ２名（臨床検査技師・細胞検査士・国際細胞検査士）
渉外職員 ８名
事務職員 １名

業務内容
医師会病院各診療科や医師会会員の先生方からの検査依頼を、いろいろな測定機器を用いて

幅広く検査をしています。

２２時以降はオンコール対応をとらせていただいてますが、２４時間３６５日検査に対応しています。

臨床検査部のご紹介

臨床検査部は、検査部門と渉外・業務部門で構成されています。

検査部門は数ある検査会社のなかでも、業界では屈指の知名度を誇る（株）ビー・エム・エルが

担当しています。大手の豊富な知識・技術とノウハウを検査室に取り入れたうえで、現場の細や

かな要望にもお応えするよう心掛けています。臨床検査技師は直接患者さんにお会いする事は

ありませんが、迅速で正確な検査結果をお返しすることで検体を通して診断の補助に役立てる

よう検査室全体で協力しあって業務にあたっています。

渉外・業務部門は、臨床検査が世にあまり認知されていなかった頃より地元密着で活動させて

いただいている岩国臨床検査センターが担当しています。渉外は主に市内の開業医の先生方を

訪問させていただいて、検体の回収・結果の報告、新しい検査項目のご案内などをしています。

事務は検査についてのお問い合わせの対応、請求書の発行などが主な業務です。地域の先生、

病院スタッフの皆さんの寛容な心に支えられながら日々業務に励んでいます。

これからも検査部一同研鑽を重ね、地域医療のお役に立てるよう努力してまいりますので

何卒よろしくお願い致します。

臨床検査部施設長 森脇 英二

医師会病院 臨床検査部
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部署紹介リレー
第１８弾

参加外部精度管理

日本医師会

日本臨床検査技師会

山口県臨床検査技師会

（いずれも高評価判定を獲得）



各種検査案内

血液検査
血液中の細胞成分の数測定や白血球の分類を行います。出血に係る凝固因子の量や活性を調べる
検査も行っています。血小板の凝集する機能を調べる検査も行っています。

正常な血液像 白血病患者の血液像

生化学・免疫血清検査
患者さんから採血された血液を遠心分離しその上清である血清を用いて多くの項目を検査しています。
電解質・腎機能・肝機能など体の様々な状態を見るのに有用な項目が沢山あります。
また、腫瘍マーカーや感染症の検査も行っています。

一般検査
尿に含まれる蛋白や糖、潜血を調べることで腎・泌尿器の状態や糖尿病などを調べることができます。
尿を遠心して得られた沈査成分を顕微鏡で見ることで尿中に赤血球や白血球・細菌・悪性細胞が出て
いないかを調べます。

輸血検査
血液型や不規則性抗体、輸血する血液が患者様とマッチするかの確認の検査を行っています。

病理・細胞診検査
内視鏡や手術などで摘出した臓器や組織（病理組織標本）また喀痰や尿、子宮内の細胞など様々な
所の細胞を採取し（細胞診標本）、処理を経てそれぞれ顕微鏡で観察します。
病理組織標本は病理医により診断され、細胞診標本は細胞検査士によりスクリーニングを行っています。

XE-2100

C-16000 C-8000 ･ ｱｰｷﾃｸﾄ12000SR

尿中の扁平上皮 ＵＦ-1000 i

AUTOVUE  INNOVA
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 (午前中のみ) 　令和 ２年１１月１５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
＊初診の場合は、午前中 にお願いします

松隈  悠 
(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)

貞廣 浩和
（第3）

（第２）

井本 浩哉
(山口大学)

 

亀田 ふみ
(山口大学)

伊原 研一郎
(山口大学)

有吉 彰子
(山口大学)

飯田 悦史
(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

 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

 糖尿病内科
 血液内科

佐々木 輝昌

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 循環器内科 大上 泰生 大上 泰生 大上 泰生 ＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 消化器内科
 （肝臓）

川口 憲二 川口 憲二

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

 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

 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）
＊完全予約制のため、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

（第1）

 脳神経外科

＊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
(山口大学)

＊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)

交替
＊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 放射線診断科

＊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

　　　　　　　 ※ 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 古賀 まゆみ

茶川 治樹
古賀 まゆみ

茶川 治樹
＊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

 リハビリ科
繁冨 頼雄

古賀 まゆみ
松本 彰紘
(広島大学)

茶川 治樹
古賀 まゆみ

森脇 宣允
古賀 まゆみ

柳居 理絵子
松本 彰紘
(広島大学)

医療相談室についてご案内
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）

救急センター
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

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

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。


