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院 長 茶川 治樹

あけましておめでとうございます。新しい年を迎え、これか
らも利用者の皆さんに対して、安全で満足していただける医療
をご提供できるよう、病院職員一同、心を新たにしています。

昨年も新型コロナウイルス感染症が全国的に猛威をふるい、
当院の発熱外来にも多くの患者さんが受診されました。入院が
必要な患者さんやホテル療養の患者さんにも対応し、岩国地域
の新型コロナウイルス感染症対策に行政や関係医療機関と連携
して取り組みました。

今年も全職員が一丸となって感染予防対策に取り組み、一般
診療と新型コロナウイルス感染症診療が両立できるように頑張
ります。病院目標である「笑顔と優しさで地域貢献」の思いを
さらに強くして、本年も多くの患者さんに利用していただける
病院を目指しますので、皆さんのご支援とご協力をよろしくお
願いします。

副院長 貴船 雅夫

明けましておめでとうございます。

令和２年に新型コロナウイルスが発生し、昨年もコロナに振
り回されて過ごした方も多かったと思います。職員の皆さんも
感染に気をつけていただいたことで昨年は院内感染を最小限で
抑えることができました。昨年は１病棟を完全にコロナ病棟に
変更したため一般ベッドは50床減となり通常診療にはかなりの
制限が生じました。しかしながら率先して当院がコロナ患者を
受け入れたことで経営的には良い方向に向かい、新たな１年を
迎えることができました。これも職員全員の協力によって成し
えたことと感謝しています。

本年もみんな笑顔で一丸となって頑張りましょう。明るい未
来が待っています。本年もよろしくお願いいたします。

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

新年挨拶
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あけましておめでとうございます。新たな年が皆さんにとって
幸せな一年になりますようお祈りいたします。
この先はコロナに対する対応が徐々に変わっていくことが予想さ
れますが、これまでと変わらず家族を、地域を、ひいては自身を
大切に、それぞれが新しい日常を築いていただきたいと思います。

このような形で皆さんにご挨拶申し上げるのは今回で最後にな
ります。私事ですが、当院で２９年間勤務しこの度めでたく定年
の６５歳を迎えました。これまでともに汗を流した職員の皆さん、
幾多のご指導をいただいた岩国市医師会の諸先生方に心より感謝
申し上げます。３月で副院長職は退任いたしますが、必要として
いただける間は引き続き、この病院でこれまで同様仕事を続けて
いきたいと思っています。本年も、この先もよろしくお願いいた
します。

副院長 福田 雅通

新年あけまして、おめでとうございます。
「WITHコロナ」時代といわれ、感染対策をしながら行動制限の
ない新年を迎えています。職員が「押し活♡、温泉♡、行ってき
ました」と、リフレッシュしたことを聞くと、日常を取り戻しつ
つあることに喜びを感じます。

コロナ禍は、地域包括ケアシステムにおける病院の立ち位置を考
えさせられ、地域の医療ニーズに向き合い、みんなでできること
を頑張るというチームワークを育むことができたと感じています。

2023年の干支は、『癸卯（みずのとう）』です。癸は大地を潤
す恵みの水を表し、卯は、安全・温和、そして跳ね上がるという

意味があり何か始めるには縁起の良い年といわれています。

「AFTERコロナ」の年、心機一転して、何か始めたい、挑戦した
いと思う『夢と希望のある年』になることを願っています。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

副看護部長 浜 佳恵

看護部長 安永 彰子

あけましておめでとうございます。
新しき年 令和５年の新しい朝をどのように迎えられたでしょうか。
新型コロナウイルス感染症は第８波の真っただ中、医療状況は厳
しい状況が続いていますが、長い長いトンネル、その先にようや
く明かりが見える一年の始まりを期待するばかりです。

「笑顔と優しさで地域貢献」を合言葉にみんなで力を合わせて、
頑張っていきましょう。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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あけましておめでとうございます。

はっきりしない未来を見て５年後１０年後の計画を立てるの
ではなく、既にある人口データ、年齢構成や出生率などを元に
予測可能な未来から今を見て、私たちが今年すべきことを探し
て取り組みます。

今年も宜しくお願い致します。

昨年は、ソビエトのウクライナ侵攻、サッカーＷ杯、そして
新型コロナ３年目の事が頭に浮かびます。自分たちの国の有り
方に思いをはせる機会となりました。

さて、新年を迎え、今年の新型コロナ政策の行方も気になりま
すが、目の前の現実に眼を向けなければなりません。皆さんの
協力をもって新型コロナ患者の受け入れたことで、現在は国の
支援を受けており順調な経営で推移しています。しかし、日本
が通常の姿に戻ったことを想定してみますと、令和４年度の当
院予算計画に基づかなければならないと思っています。

事務部長 津川 智一

事務部長補佐 大賀 雅夫

予算計画では、コロナ以前の通常運営による収入により試算しています。この収入に大きな
ウエイトを占めているのは入院診療収入です。そして、計画の目標では一日平均入院患者数
160名と設定しています。この目標数は、人件費、材料費、光熱費等の経費の支払いを考慮
し試算しています。つまり、現在の病院規模を維持するためには、上記の目標数の確保が必
要だという計算です。この目標に達しなければ、病院経営は非常に厳しいものとなります。

今年度は、電気料金の約２０％の値上げ（年間で1500万円増）が確実となっており、病院に
とって大変大きな負担となります。また、様々な材料費の値上げがすでに予定されています。
経費の節約と積極的な業務管理を行っていく必要があります。皆さんと共助しあい、協力し
てこれからの難局を乗り越え、良い年にしたいと思います。
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１１月１８日(金)に表彰式が行われ、岩国地域の地域医療、福祉に貢献した勤続25年以上の

コ・メディカル職員へ表彰状と記念品が授与されました。 岩国市内の６医療機関２９名が受賞し、

当院からは９名の職員が表彰されました。

看護師 浜佳恵
村橋 久美子
大西 美代子
河本 智子
野村 敦子

薬剤師 中川 哲志
白木 尚美

看護補助者 髙林 初生

事務職員 津川智一



日 時 2022年11月18日(金)～19日(土)

会 場 イイノホール＆カンファレンスセンター

主 催 一般社団法人 医療のTQM推進協議会

大会長 日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 院長 泉 並木

第23回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 ｉｎ東京
武蔵野の森へ知恵の集結～KAIZEN2022～ が
11月18日～19日に霞が関近くにて集合型開催が行われました。

私は「フットケアを通して足のトラブルをなくそう」を発表しました。

どの病院も質の高い医療を提供する努力を惜しまず継続されて
いることを知る事ができました。COVID19感染症は収束しない
状況ですが、引き続き私達も行っている活動の歩みを止めない
よう取り組んで行こうと思いました。

２０１９年仙台での開催から３年ぶりで、今年は、東京で全国大会が
開催されました。

ランチョンセミナーやイブニングセミナーでは、コロナ渦ならではの
医療について（病室の見守りカメラなど）の講演が行われ、時代や
環境の変化に対応していく必要があると感じました。

今回、医事課での改善活動の発表のため参加させていただきました。
様々な医療機関の改善活動の発表を聞くことができ、こういう視点で
のとらえ方があるのか、当院でも取り入れたら良いなと感じたことが
多くあり、とても新鮮でした。どの発表も話し方や表現方法について
参考になりました。

改善活動は、終わりがない事ですが、継続したQC活動を学んだこと
を活かしながら、楽しく取り組んでいきたいと思います。

『 フットケアを通して足のトラブルをなくそう 』

看護部回復期リハビリ病棟 坂田 美樹

『 誰にでもできる担当業務
～私に任せてください！ あなたの担当業務パート１ 』

事務部医事課 村中 里江 ・ 中村 早希

第２３回フォーラム

「医療の改善活動」全国大会 in 東京
武蔵野の森へ知恵の集結 ～ KAIZEN2022 ～
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ポメラニアン 1歳4ヶ月(♂)

性格はやんちゃで甘えん坊。
気になったものには恐れることなく近寄っていきます。
家族が帰宅すると元気に飛び跳ねながら迎えてくれます。

Ｎさん家のマシューくん
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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。

感染防止対策をおこないながら実施しています。 どなたでも無料でご参加いただけます。

参加をご希望の方は、外来までご連絡ください。（TEL：0827-21-3211）

時間：15:00～ 場所：本館１階 食堂

開催日 内 容 担 当

1/１３（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

1/1６(月) 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師

1/1９（木） 糖尿病教室 ： 食事療法 管理栄養士

1/２０（金） フレイル予防教室 ： 栄養・運動 理学療法士

1/２３（月） 糖尿病教室 ： 治療・合併症・日常生活 看護師

1/2６（木） 糖尿病教室 ： 食事療法 管理栄養士

1/２７（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

1/３０（月） 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師

２/３（金） フレイル予防教室 ： 栄養・運動 理学療法士

2/6（月） 糖尿病教室 ： 治療・合併症・日常生活 看護師

２/１０（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

２/１３（月） 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師
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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 5年 １月 １日現在　

月 火 水 木 金 土

小林 知貴
(広島大学)

　

小澤  翔 
(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

石橋 はるか
(広島大学)

 消化器  消化器  乳腺・甲状腺

清水 悠太郎
（第3）

＊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）

井本 浩哉
(山口大学)

 

小林 大河
(山口大学)

田邊 雅也
(山口大学)

上田 高顕
(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 ＊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

柳居 理絵子
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
＊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）

 脳神経外科 山口  崇 山口  崇

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

金谷 妃呂子
(山口大学)

＊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)

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 清水 元晴 交替 田中 一成

 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

(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

 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

 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

 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)

 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 福田 雅通 ＊紹介状を必ずお持ち下さい

＊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
＊栄養指導は、予約が必要です

 腎臓内科 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通
＊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）

 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


