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非常勤医師紹介
摂食･嚥下障害看護認定看護師
健康いきいき教室開催報告
令和３年度医療の改善活動報告会
ぶちはぴだより

地域医療支援病院

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

笑顔と優しさで
地域貢献

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

こばやし

放射線診断科

たいが

小林

大河 先生
（山口大学病院）

【診療日：毎週月曜日】
★専門領域は何ですか？
画像診断

★診療科の特色を教えてください
健診から精密検査まで幅広い検査を行っています。

★得意とされている疾患について教えてください
肺癌、肺炎など胸部の疾患を特に専門としています。

★先生のご趣味は何ですか？
最近、アウトドアを始めました。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
頑張ります。

たなべ

放射線診断科

田邊

まさや

雅也 先生
（山口大学病院）

【診療日：毎週水曜日】
★専門領域は何ですか？
画像診断、IVR

★診療科の特色を教えてください
CTやMRI. RIの画像診断の他、依頼があれば
IVRも行います。

★得意とされている疾患について教えてください
神経放射線

★先生のご趣味は何ですか？
散歩

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
皆様のお役に立てるよう、頑張ります。
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いしばし

脳神経内科

石橋

はるか 先生
（広島大学病院）

【診療日：毎週水曜日午前】
★診療科の特色を教えてください
脳神経内科では認知症、パーキンソン病、脳血管障害と
いった疾患を扱っています。頭の中から手足の先まで、
体の動きや感覚すべてを対象としていることが特徴です。

★得意とされている疾患について教えてください
脳神経内科に関することは広く診ていますので、何でも
ご相談頂ければと思います。

★先生のご趣味は何ですか？
旅行、料理が趣味です。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
何でもお気軽にご相談下さい。

おざわ

泌尿器科

小澤

しょう

翔 先生
（山口大学病院）

【診療日：毎週水曜日午後】
★専門領域は何ですか？
排尿症状、尿路悪性腫瘍

★診療科の特色を教えてください
排尿に関するトラブルや前立腺、膀胱、腎臓などの癌、
男性の生殖器に関する症状などの治療を行います。

★得意とされている疾患について教えてください
診療科の特性上、外科的・内科的、両方からの
アプローチで診ています。

★先生のご趣味は何ですか？
息子との公園巡り。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
患者さんに寄り添った医療を目指します。
お気軽に相談してください。
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祝!! 合格
摂食・嚥下障害看護認定看護師
回復期リハビリテーション病棟
やなが

看護師 主任

ゆき

弥永 由紀

皆さまからご支援頂き、無事に認定審査に合格することが出来ました。
と言われるような病院を目指し、
食事面から患者さんを元気にできるよう、様々な取り組みを行っています。

現在までの取り組みまとめ
・院外歯科医師によるVE(嚥下内視鏡検査)
・各病棟での食事ラウンド、NST(栄養サポートチーム)カンファレンスへの参加
・リハビリ栄養の視点を取り入れ、理学療法士のNSTカンファレンスへの参加
・全患者に対して箸、スプーンの提供
・トロミサーバーの設置
・ポジショニングテーブル、クッションの作製
・訪問看護へ同行し、嚥下評価や家族指導実施
, , , , ,etc.

今後の計画
①入院中の誤嚥性肺炎の発症を減少させる取り組み
・現状の発生件数の把握
・予防対策システムの構築：
発症把握 ⇒原因のアセスメント ⇒予防対策を検討 ⇒対策実施 ⇒評価
②摂食機能療法の質の向上への取り組み
・院内研修(看護師が行う間接訓練、機能的口腔ケアなど)
・院外歯科医師による嚥下回診の導入
③食支援に関しての地域連携に向けての取り組み
・岩国地区での仲間づくりから開始
・急性期 ⇒回復期 ⇒生活期への切れ目ない食支援ができるシステムを構築
岩国市医療センター医師会病院だより 第153号

令和4年5月12日『看護の日』に

血管年齢測定
血管年齢測定は人気で
特に女性が多かったです。
血管年齢の結果が
低く出ると大喜びされていました。
血管年齢測定は、簡単にできます。
担当：沖浜七緒 倉永利華（看護師）

栄養相談

フレイル予防相談
フレイルやサルコペニアといった
聞き馴染みのない言葉を
知って頂くよい機会
でした。これを機に
少しでも運動していた
だけると嬉しいです。
担当：吉田 剛（理学療法士）

糖尿病や脂質異常症の方が
お酒の量とおつまみが多いと
いうことに気づかれました。
食生活を見直すきっかけに
なってよかったと思います。
担当：川田知子 （栄養士）

進路相談
２名の方に看護の仕事に
ついて資料をお渡ししました。
将来の医療を支える力になって
くださることを期待しています。
担当：安永彰子（看護部長）

フットケア
アロマを使った足浴では体験され
た方が大変喜ばれました。
ゆったりとした時間を患者さんと
コミュニケーションをとりながら
過ごせてうれしかったです。
担当：村上清恵 坂田美樹（看護師）

『健康いきいき体験会』は地域を支え
地域の皆さんと医療・看護をつなぐ
イベントの一つです。あいにくの天候
で外来は閑散としていました。
しかしコロナ禍ゆえに３密を回避でき､
安心・安全に地域の方々と触れ合えた
のではないかと思います。
小澤伸枝（外来師長）

前回昨年の11月に実施し、今回２回目となりました。今回も爪切りなど自分ででき
ない方がフットケアを体験されて大変喜ばれました。地域の方が健康に意識を持ち、
生き生きと過ごされるよう、今後も健康いきいき教室（糖尿病、フレイル予防）、
フットケア外来を推進して地域貢献に役立てたいと思います。栄養相談、フレイルの
相談、フットケア受診など、ご希望の方は当院外来にお申し込みください。
患者安全啓発小部会＆腎・糖尿病透析予防チーム
健康いきいき体験会 実務責任者 宮本みどり
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令和3年度

医療の改善活動報告会

当院では、毎年、年度末に、医療の改善活動報告会を実施しています。それぞれの部署で起きたイ
ンシデント事例の中から１つを取り上げ、手法を用いて、なぜ起きたのか要因を抽出し、重要な要
因に対して対策を立て実行したことを評価し、それを報告します。
今回、21部署が参加。新型コロナウイルス感染症対策のため、ビデオ発表となり、みんなで良かっ
た部署を5部署選びました。職員から、他の部署の活動報告を聞くことで他の部署の大変さを知る
機会になった、他部署の対策が参考になったなどの意見がありました。
ＫＹＴは、危険予知トレーニングです。『先をよむ力』が身につくといわれています。医療安全管
理者として、患者さんに安心・安全な医療を提供するために、職員が日常的にＫＹＴ（危険予知ト
レーニング）ができるようになればと願い、これからもこの活動報告会は継続できればと思います。

今回｢良かった部署｣に選ばれた部署からコメントを頂きました！
● 放射線部 ●
放射線部では、今回カセッテホルダ転倒に対するインシデントKYTの発表
を行いました。
他部署からのコメントで対策の立て方やスライドの分かりやすさやなど、
こだわった点が評価されておりうれしく思います。
今後も、より安全に検査を行うため、KYTを継続していきたいと思います。

● 栄養部 ●
今回の医療の改善活動報告会では可視化した対策案にすることが分かりや
すかったと沢山のコメントをいただき大変うれしく思います。栄養部だけ
でなく富士産業さん（委託業者）と関わりながら、引き続きKYT活動を
行っていきます。

● 看護部 3階病棟 ●
3階病棟ではシリンジ交換日の忘れをなくすための改善を行い、交換日確
認の注意喚起を貼付し見える化したことや、ルールの周知を行い、現在も
対策が継続できています。
この取り組みで「良かった部署」として選ばれたことはとても光栄です。
今後も新たな業務改善に向けて取り組んでいきます。

● 看護部 外来 ●
今回、優秀賞に選んでいただきありがとうございました。
診察室にある丸椅子から転落した事例についてKYTを行い、丸椅子から
背もたれ椅子に変更した事で、患者さんやスタッフから「安心できる！」
とお言葉を頂きました。
これからも、危険予知に強い外来を目指して取り組んでいきます！

今回、優秀賞に選んでいただき

● 薬剤部 ●
薬剤の重複投与について、現状把握を行い対策を検討しました。
実施可能なものを行動目標にあげ、対策を継続中です。
これからも薬剤の誤投与防止に努め、引き続き部署内でＫＹＴ活動に
取り組んでいきたいと思います。
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令和 ４年 ６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

福田 雅通

古賀 まゆみ

中藤 嘉人
(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

(午前)
(再診のみ)

(午前)

(午前)

＊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

石橋 はるか
(広島大学)
消化器

消化器

一般外科

末廣 眞一

末廣 眞一

整形外科

貴船 雅夫

貴船 雅夫

＊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)

緩和ケア内科

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科

金

＊毎週月曜日(9時～12時半)に診療を行っています

泌尿器科

小児科

木

(広島大学)

糖尿病内科
血液内科

腎臓内科

水

小林 知貴

消化器内科
（肝臓）

循環器内科

火

乳腺・甲状腺

清水 元晴

交替

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）

金谷 妃呂子
脳神経外科

山口 崇

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)

井本 浩哉
(山口大学)

放射線診断科

小林 大河

交替

田邊 雅也

リハビリ科

繁冨 頼雄
柳居 理絵子

松本 彰紘

療育

古賀 まゆみ

茶川 治樹
古賀 まゆみ

(山口大学)

(広島大学)

＊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

上田 高顕

柳居 理絵子

森脇 宣允
古賀 まゆみ

柳居 理絵子

森脇 宣允

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

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

(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

(山口大学)

※ 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

