
地域医療支援病院

第144号 令和3年6月21日 発行

岩国市医療センター
医師会病院だより
http://iwakuni-med.jp

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

撮影：診療部 貴船雅夫

かけ橋病棟担当変更

新型コロナウイルスTRC検査ご案内●

●

非常勤医師紹介●

令和２年度診療実績報告●

令和２年度患者満足度調査結果報告●

安全Topics●



非常勤医師紹介
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脳神経内科 野中 恵 先生 （広島大学病院）

のなか めぐみ

【診療日：毎週水曜日午前中】

★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

★先生のご趣味は何ですか？

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

★専門領域は何ですか？

脳神経内科です。

脳卒中、パーキンソン病といった脳に関わる病気から、また手足の末梢神経が関わる
疾患まで幅広く取り扱っています。

脳神経内科領域を幅広く何でも診ていければと考えています。

部屋のインテリアを考えることが好きです。最近はベランダでアジサイを育て始めました。

お困りのことがあれば何でもご相談ください。

皆様と一緒に原因を考えていきたいと思います。

杉谷美和

本館3階担当本館2階担当 退院支援看護師

末廣直美

本館4階
リハ病棟担当

安永亮太朗廣兼利江子田村純子

病棟統括

石田憲司

リハ病棟担当本館4階担当

村岡佐和子

連絡先 業務時間
平日 8:30～17:30

土曜 8:30～12:30
TEL 0827-21-3225
FAX 0827-22-1654   

患者さん、ご家族一人ひとりのご状態に応じて転院、転所先のご相談や住み慣れたご自宅で利用できる
福祉サービスなどを一緒に考え、安心して退院後の生活が送れるようご支援をします。
また、ご入院中の生活支援としてオンライン面会、洗濯物の窓口も行っています。

木村清治室谷宣志

・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

秋好真弓

入院前から、患者さん、
ご家族の不安や疑問に
対応します。

連絡先 業務時間
平日 8:30～17:30
土曜 8:30～12:30

TEL 0827-21ｰ3238
FAX 0827-21-3239
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検査やお薬の説明

受付・会計の印象院内の環境

待ち時間（受付～診療）

プライバシー

お勧め度

他医療機関との比較

◆ 外来部門 ◆

総回答数： 206件

（全182施設）

総合評価平均得点（５点満点） 4.03点 （前回：4.12点）

調査実施期間：令和3年1月18日～22日
（前回：令和元年11月25日～29日）

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～診察)』については低い評価のため、今後の課題です。
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退院調整の関わり

お勧め度

◆ 入院部門 ◆

総回答数： 82件

総合評価平均得点（５点満点） 3.94点 （前回：3.91点）

（全109施設）

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、『看護師の印象』に対する評価は高い結果となりました。
ただし、『入院設備』については低い評価のため、今後の課題です。
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令和２年度 診療実績
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安全Topics 患 者 安 全 啓 発 小 部 会

来月は最終回！『”健康いきいき“10のポイント～ポイント⑩周囲の支援編』について掲載予定です。

☆「あなたの状態」で当てはまるものに○をつけてください。

できるだけ1日1回以上外出しましょう

社会参加のためにも健康診断（健診）の受診を！！
■高齢期の健診は、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の早期発見・
早期治療だけでなく、心身の機能の衰えなどをチェックして、
フレイルを防ぐことにも役立ちます。

■年に1回は健診を受け、健康寿命を延ばし、はつらつと生きて
いきましょう。

週に1回以上は外出していますか？ ①はい ②いいえ
ふだんから家族や友人との付き合いがありますか？ ①はい ②いいえ

②いいえ にチェックが入ったら…

週に1回も外出しないなど、ほとんど自宅から出ずに過ごす状態を
「閉じこもり」と言います。外出の機会が減ると心身の機能が
低下しやすく、フレイルになる危険が高まります。
外出するだけで交流の幅が広まり、頭や体を使うよい機会に
なります。買い物や通院など、用事をつくってできるだけ
1日1回以上外出し、積極的に「社会参加」しましょう。

地域の活動に参加してみる
月1回以上は地域の活動に参加を。
地域のイベント、趣味の集まり、お稽古事
など、積極的に参加しましょう。

『健康長寿新ガイドラインエビデンスブック』東京都健康長寿医療センター研究所編・著を参考に作成

食材の買い物、病院への定期通院、
近所への散歩なども、外出の機会となる
社会参加です。

買い物、通院、散歩も社会参加 友人・知人と交流を

刺激を受けたり、身体活動が増えたり
するため、心身が活性化します。

地域の活動に参加してみる
ゴミ捨て、犬や猫などのペットの世話、
家の修繕など、家庭内での仕事、役割を
担うことでも活動の幅は広がります。

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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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。

 (午前中のみ) 　令和 3年 ６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
＊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

野中  恵 
(広島大学)

 消化器  消化器  乳腺・甲状腺

貞廣 浩和
（第3）

（第２）

井本 浩哉
(山口大学)

 

神谷 正喜
(山口大学)

東 麻由美
(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

　　　　　　　 ※ 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

交替 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

 リハビリ科
繁冨 頼雄

古賀 まゆみ
松本 彰紘
(広島大学)

柳居 理絵子
森脇 宣允

古賀 まゆみ

柳居 理絵子
松本 彰紘
(広島大学)

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

（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)

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 茶川 一樹 茶川 一樹 清水 元晴

 一般外科 ＊9時～12時半 に診療を行っています末廣 眞一 末廣 眞一 末廣 眞一

 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

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

 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

 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

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


