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新任医師紹介
脳神経外科
やまぐち

脳神経外科部長

たかし

山口 崇

＊昭和６２年島根医科大学（現島根大学）卒
＊医学博士
＊脳神経外科専門医
＊内分泌代謝科専門医（脳神経外科）
＊脳卒中専門医
＊脳卒中の外科技術指導医
＊神経内視鏡学会技術認定医
＊がん治療認定医
＊日本医師会産業医

外来診療日
毎週
月・木曜日

★専門領域について教えてください
脳神経外科一般（脳卒中・脳腫瘍・頭部外傷）を
中心に診療してきました。
★得意とされている疾患について教えてください
地域中核病院では、脳卒中を中心に多くの治療を行ってきました。また
大学病院では脳腫瘍の手術を中心とした集学的治療と、内視鏡を用いた
下垂体疾患の治療を担当させていただきました。
★先生のご趣味は何ですか？
最近は料理をする機会が多くなり独学で勉強中です。
年に１-２回くらい釣りもしますが、こちらもまだ完全に実力不足です。
★アピールポイントやひと言メッセージなど
岩国市の地域医療に少しでも貢献できればと、高校卒業以来久しぶりに
岩国に戻ってまいりました。これまでの経験を生かしながら地元の皆様
のお役に立てるように頑張りたいと存じます。
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整形外科
たなか

整形外科医員

いっせい

田中 一成
外来診療日

＊ 平成３０年山口大学卒

第２・４

木曜日

＊ 所属学会 ： 日本整形外科学会
日本脊椎脊髄病学会

毎週金曜日

★専門領域について教えてください。
整形外科で一般外傷を診させて頂いています。
★得意とされている疾患について教えてください。
外傷の手術を行っております。
★先生のご趣味は何ですか？
趣味は、マンガを読むことで、
家には５００冊以上のマンガがあります。
以前は、ラグビーをしていました。
★アピールポイントやひと言メッセージなど
経験は浅いですが、親しみやすさと元気をモットーに、
患者さんファーストで診療にあたらせて頂きます。
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４月１日（金）

令和４年度入職式

今年は、20名の新入職員が
当院での新たな一歩を踏み出しました！

かこう

2階病棟看護師

ゆめ

加好 侑芽

このたび、２ 階の急性 期
病棟に配属さ せて いた だ
くようになりました。
コロナ禍のた め 、経験 は
浅いですが、 持ち前の 明
るさで一生懸 命努力し て
いきます。ま た、患者 さ
ん第一に自己 の看護を 提
供できるよう にしてい き
たいです。
趣味・特技：食べること
（特に辛いものが大好き
です）・買い物

やまもと あゆみ

2階病棟看護師

山本 亜弓

はじめまして。この度、2
階病棟に配属されることに
なりました、山本亜弓です。
医師会病院で地元岩国の地
域医療に貢献できることを
嬉しく思います。少しでも
早く即戦力となれるように、
笑顔を忘れず看護部の一員
として頑張っていきたいと
思います。不安や緊張から、
ご迷惑をおかけすることも
あるかと思いますが、ご指
導よろしくお願いします。

いそべ はるか

3階病棟看護師

磯部 春香
むこう

この度、3階病棟に配属に
なりました磯部春香です。
出 身 は 岩 国 YMCA 国 際 医
療福祉専門学校保健看護学
科です。看護師1年目のた
め、ご迷惑をお掛けしてし
まうことがあるかもしれま
せんが、患者さんの為に
日々最大限の努力をしてい
きたいと思います。そして
私自身の知識や技術も向上
させていきたいと思います。

岩国市医療センター医師会病院だより 第152号

ななほ

3階病棟看護師 向 菜々穂
慣れないことやわからない
こともあり、ご迷惑をおか
けすることもあると思うの
ですが、一生懸命学び、笑
顔で頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

たなか みれい

3階病棟看護補助者 田中 美鈴
私は歌を聴くことが大好き
です。よく家の中で歌って
います。ジャンルはなんで
も聴きます。好きな食べ物
はお肉といちごと抹茶です。
食べる時と寝る時の時間が
一番好きで、幸せな時です。
自然が好きで山や海や川、
神社も好きで、写真を撮る
ことが好きです。たくさん
スポーツをしてきたので体
を動かすことが好きです。
理解するまでに時間がか
かってしまいますが、精一
杯頑張ります。
すえもり ふうか

リハビリ病棟看護師 末森 楓花
1年間看護補助者として 勤
務し、「今年こそ！」と仕
事と勉強を両立の末、無事
看護師になる事ができまし
た‼向上心と笑顔の絶えな
い看護師になりたいです。
食べることが好きです。麻
里布の美味しいご飯屋さん
を紹介しますよ
よろしくお願いします！

うちだ りょうま

理学療法士

内田 龍馬

地元は島根県で山口の専門
学校に通っていました。趣
味・特技は体を動かすこと
です。小さな頃からサッ
カーをやっており、特に
サッカーが好きです。明る
く元気に仕事も頑張ってい
きたいと思っています。

おの

理学療法士

じゅんな

小野 純菜
分からないことも沢山ある
と思いますが、患者さんの
回復の可能性を広げられる
ようなセラピストになりた
いと思っているので、沢山
経験して学んでいこうと思
います。よろしくお願いし
ます。

さねひら ゆかり

4階病棟看護師 實平 由香利
今年度よりこちらで働かせ
て頂く事になりました。
新しい環境に不安もありま
すが、１日でも早く業務に
慣れ、安全・安心な看護を
提供できるように一生懸命
頑張っていきたいと思いま
す。ご迷惑をおかけしてし
まうこともあるかと思いま
すが、ご指導よろしくお願
いいたします。

たなか ことみ

リハビリ病棟看護師 田中 琴美
好きなものは猫とおいし
いもので、趣味は飼って
いる2匹の猫と遊ぶことと
料理です‼不慣れな点も
多く、大勢の方に迷惑を
かけることもあると思い
ますが、出来る限り早く
自立できるよう頑張って
いきますので、ご指導よ
ろしくお願いします。

かわの

理学療法士

河野 このみ

宇部市にあるYICリハビリ
テーション大学校から来ま
した河野このみです。私の
長所は常に笑顔でいること
です。特技はソフトテニス
で、今でもクラブチームに
入っており、続けています。
趣味は、運動することや料
理をすることなどたくさん
あります。これから精一杯
頑張っていきます。よろし
くお願い致します。

まるやま まさき

理学療法士

丸山 真輝

岡山県の吉備国際大学を
卒業しました。趣味は、
野球、筋トレ、ゴルフ、
ゲーム、アニメ鑑賞など
色々なことを学生時代に
やっていたので好きです 。
これからたくさんのこと
を学び、吸収していきた
いです。よろしくお願い
します。
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よしみつ あゆ

しんたに ゆま

作業療法士 新谷 友麻

言語聴覚士 吉光 愛友
田布施町出身で、今は岩国市
で一人暮らしをしています。
引っ越したばかりで岩国につ
いて知らないことも多いので、
おすすめの場所やお店などあ
れば教えて頂けますと幸いで
す。趣味はV6・トニセンの
追っかけ、ゲーム、ゲーム実
況動画を見ることなどです。
インドアな趣味が多いので蜜
の回避は得意です。体調管理
に気をつけながら一生懸命頑
張りますので、これからよろ
しくお願いいたします。

このたび4月から入職させ
ていただきます、作業療法
士の新谷友麻と申します。
趣味は書道や裁縫、ショッ
ピング等で、小学生・中学
生・高校生とスポーツをし
ていました。
新社会人として、緊張と不
安と楽しみと混ざり合い落
ち着きませんが、気を引き
締めて日々一生懸命に頑張
りたいと思っています。よ
ろしくお願い致します。

ふじおか はるか

歯科衛生士 藤岡 遥香
明るく、元気に、前向きに、
笑顔でつとめたいと思いま
す。分からないこともたく
さんあると思いますが、よ
ろしくお願いいたします。
プライベートでは、キャン
プ(宿泊込み)チャレンジした
いです‼多趣味なので、
トークのひきだしはたくさ
んあると思います(笑）

やました まさし

薬剤師

山下 将司
はじめまして。
薬剤師として入職した山下
です。３年ほど調剤薬局で
勤務しておりました。この
度、臨床での経験を深めた
いと思い、当院での就職を
決意しました。まだまだ未
熟者ですが、一生懸命頑張
りたいと思います。
よろしくお願いします。

たかすぎ みお
にへい

みわ

保育士 二瓶 美和
出身は宮城県ですが、縁
あって岩国市在住となり、
医師会病院の保育所に勤務
させていただくことになり
ました。子ども達から沢山
のパワーをもらいながら、
保育士として日々成長して
いきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
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社会福祉士 髙杉 美桜
社会福祉士の髙杉美桜です。
車を運転することが好きな
ので、休みの日や気分転換
をしたい時にはよくドライ
ブをしています。私は下関
市出身で、岩国市のことは
まだあまり知らないので、
これからたくさん知ってい
きたいと思います。よろし
くお願いします。

新入職員を対象に、ウォーキングオリエン
テーションを行いました。
病院から錦帯橋まで歩いて行くのは大変で
したが、晴天等にも恵まれとてもいい時間
を過ごすことが出来ました。

6グループに
分かれて病
院を出発し、
錦帯橋を
目指して
歩きます☀

ウォーキング
オリエンテーションを
行いました
2022年4月2日 13：00～ in 錦帯橋

道中の桜も
満開に咲いて
いました🌸

春の遊覧船
「さくら船」
に乗船し、
錦川を遊覧
しました。

桜から望む
錦帯橋は
絶景でした
✧✧✧

新入職員の歓迎会が3年間開催されていない
中、入職3年以内の職員を対象にウォーキン
グオリエンテーションを企画したところ、
30人以上の職員が参加しました。
ウォーキングをしながら、多くの職員と会
話ができたのは良かったです。
院長 茶川 治樹
茶川院長と記念撮影✌
（撮影時のみマスクを外しています。）

✿参加者の声✿
新入職員同士の横のつながりを早期に構築するために3年前から計画していたものです。新型コロナの感染対策
を考慮して令和2・3年は実現できませんでした。
賛否両論あると思いますが素直に開催して良かったです。もっと早くにやるべきであったと実感しています。
今日現在もこのイベントでの感染者の報告はありません。
マスクをしてのウォーキングは苦しかったですが新入職員の明るい笑顔に全てのＴＭが元気をもらいました。
私自身も多少は若返った気がしています。
事務部長

津川 智一

当日は、晴天、満開の桜に恵まれました。
さくら船に乗船の際に、観光協会の方からお聞きしましたが、「晴天の場合は川風が強くて船がでないことも多くて、
今日のような条件の良い日はなかなか無いですよ。」とのことでした。
新人同士が和やかに交流できてよかったと思います。
事務部長補佐

大賀 雅夫

ウォーキングオリエンテーションでは岩国の魅力に触れながら、年齢や職種を越えた交流を行うことができました。
改めて人との繋がりを感じ専門職として人の温かさを生かして関わることへの思いも強くなりました。
新入職員

かけ橋

髙杉 美桜
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看護部紹介

看護部方針

この方針のもと、チーム一丸となりみんなで支え合いながら働いています。
当院の新人看護職員研修は、毎月１回土曜日に新人みんなが
集合して行われています。みんな楽しみにしています。
また、新人看護師にはフレッシュパートナー（先輩看護師）がサポート
しています。安心して知識や技術を学ぶことができます。
そして、クリニカル・ラダーが導入されており、
自分の課題や自分のライフスタイルに
合わせて、段階的な学習を自分のペースで
病棟看護師の１日♪ 学ぶことができます。
(日勤)
8：30になったら
電子カルテを開いて
お仕事開始です

8：30～始業
↓
8：40～患者さんのもとに出発

↓
11：30～交代で休憩

↓
食事の配膳・下膳
食事の介助

↓
13：30～カンファレンス

↓
14：00～患者さんのもとへ

↓
17：30～終業
お疲れ様でした！
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３月は、新人看護職員研修最終月です。
看護技術プレゼンテーションとして、個人やグル
ープでテーマを決めて「学び」の発表をしました。
最後に看護部長から、修了証が手渡されました。
修了証にはフレッシュパートナーから「よく頑張っ
たね」とうれしい愛のあるメッセージが入っていま
した。 サプライズ！ 思わず、感動の涙が・・・

令和５年度 新人看護職員採用試験のご案内
【試験日時】

2022年 6月25日 土曜日 9：00～

【試験内容】

小論文及び面接試験、適性検査

【提出書類】

履歴書 成績証明書 健康診断書
卒業見込み証明書(新卒者)
看護師免許書写し(既卒者)

看護部マスコット
キャラクター
アーチちゃん

※入職試験日の２週間前までに郵送または持参
“福朗”

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

問い合わせ先

総務課 川村 (TEL：0827-21-3211)

5/8(日)～5/14(土) 看護週間
私たち一人一人が老若男女を問わずだれもが、
「看護の心」、「ケアの心」、「助け合いの心」を分かち合いましょう。
こうした心を育むきっかけになるように1990年に、フローレンス・
ナイチンゲールの誕生日5月12日を「看護の日」と制定され、
その日を含む１週間を「看護週間」とされています。
当院では、看護週間に患者さんたちに、
「看護の日」にちなんだ記念品を差し
上げます。また、５月１２日には、外来
の方を対象に「健康いきいき体験会」を
開催します。フレイル予防、栄養相談、
フットケアなど実施します。
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令和３年度 ＱＣサークル活動(小集団改善活動）
優良企業・事業所表彰 を受けました！

この度、日本科学技術連盟・ＱＣサークル本部より、
『ＱＣサークル活動優良企業・事業所表彰』を受け
ました。
この賞は、職場の活性化・レベルアップを図り、支部
長会社、地区長会社、幹事会社として、長年にわた
り地域の活性化に大きく貢献している企業・事業所
を表彰し、活動の更なる発展と飛躍につなげること
を目的として、2013年に創設されております。
コロナ禍のためＷｅｂ開催となった、２月４日の贈賞
式において、茶川院長が表彰を受けました。
当院の授賞理由は、左写真の賞状兼盾にも書かれ
ていますが、
1.改善活動を人材育成の場として継続している事
2.ＱＣサークル中国・四国支部の運営協力
3.中国地方の地域発展のために医療施設への
積極的な導入支援など
が評価されました。

Ｋ さん家の

あずき ちゃん （左）
ココア ちゃん （右）

（９才♀・ヨークシャテリア）
（13才♀・チワワ）
ココアの名前の由来は毛色だったのですが…。あれは初めてのシャンプーから戻ってきた時のことでした。戻ってきた姿を
見て、(；ﾟДﾟ)！ 色が変わってる…。 なんと衝撃のキツネ色になっていました。う～ん、シャンプーすると色が変わる？？？
ココアは先日亡くなってしまいましたが、吠えたり、噛みついたりしないとても優しい子でした。あずきはココアとは正反対の
性格でとても気性が荒く、撫でてくれと近寄ってきては撫でてやろうとすると肉に喰いこむ程マジで噛みつきます。(-_-メ)
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病児保育所

ぶちはぴだより
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令和 ４年 ４月 １日現在

(午前中のみ)

月
総合診療科

川口 憲二

大上 泰生

土

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

＊毎週水曜日(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

佐々木 輝昌

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

小澤 翔
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＊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
（第1･第3）
急患や火･金曜以外の診療については、医療連携室
原田 英宜
または直接 熊野健一へお問い合わせ下さい
(山口大学)

＊第1･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
＊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
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＊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)

熊野 健一

脳神経内科

＊毎月第２水曜日・第３木曜日(14時～17時)に
フットケア外来を行っています（完全予約制）

＊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)
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金

＊毎週月曜日(9時～12時半)に診療を行っています
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末廣 眞一

＊9時～12時半 に診療を行っています

田中 一成

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします
＊木曜日は 清水 元晴(第１･３･５)、田中 一成(第２･４)が
交替で担当します

（第1）

清水 悠太郎 ＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします
（第3）
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山口 崇

(山口大学)

＊毎月第1･3土曜日は、10時～12時半に診療を行っています

（第２）

＊毎月第２土曜日は、9時半～12時に診療(機能的脳外科)を
行っています(要予約)
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上田 高顕

森脇 宣允
古賀 まゆみ

柳居 理絵子
松本 彰紘

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

＊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

(山口大学)

森脇 宣允

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

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

(広島大学)

茶川 治樹
古賀 まゆみ

※ 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。
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