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今田 景道様より鯉のぼりをご寄贈いただきました（整形外科外来前）

車いす贈呈式

令和４年度職員募集案内●

●

非常勤医師紹介●

安全Topics●

オンライン面会●

部署紹介リレー【訪問看護】●



【診療日：毎週水曜日】

【診療日：毎週月曜日】

★診療科の特色を教えてください

ＣＴ・ＭＲＩを中心とした画像診断を通して診療を
サポートする、縁の下の力持ちのような診療科です。

★得意とされている疾患について教えてください

主として、肺のＣＴ診断を得意としています。

★先生のご趣味は何ですか？

最近は、ＤＩＹやゲームなど

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

ＣＴ・ＭＲＩに関することは、お気軽にご相談ください。

放射線診断科
かみや まさき

（山口大学病院）
神谷 正喜 先生
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★専門領域は何ですか？

ＣＴ・ＭＲＩの画像診断

放射線診断科
ひがし まゆみ

（山口大学病院）
東 麻由美 先生

★診療科の特色を教えてください

他科や近隣の開業医の先生方から依頼を受けた、
様々な疾患のＣＴやＭＲＩ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
画像診断が一般ですが、胆・膵や胸部領域の画像診断に興味があります。

★先生のご趣味は何ですか？
お菓子屋巡り

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
岩国地域の医療に少しでも貢献できるよう、努めてまいります。

★専門領域は何ですか？

画像診断



【試験日時】 2021年 6月26日(土) 9：00 ～
【試験内容】 小論文 及び 面接試験

【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)
看護師免許証写し(既卒者）

※入職試験日の２週間前までに郵送または持参

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）

令和４年度採用 【看護師・看護補助者】職員入職試験のご案内

《Ｎｕｒｓｉnｇ Ｎｏｗキャンペーン中》 看護の力で健康な社会を！日本看護協会

患者さんにウェットティッシュを渡しました
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長年にわたり、病院や福祉施設などへの寄付や清掃活動などを続けておられる
「小さな親切」運動 岩国支部様より、当院に車いす１台をご寄贈いただきました。

支部長の藤中秀幸様より、当院の職員に対しては「地域の医療を守っていただい
ており、心から感謝を申し上げます。皆さんも十分に身体に気を付けて、職務に
励んでいただければと思っております。」との労いのお言葉もいただきました。

ご寄贈いただいた車いすは、外来の患者さんに大切に使わせていただいております。
ありがとうございました。

2021.4.26贈呈式



【申し込み先】 地域医療連携センターかけ橋

【電話番号】 ０８２７－２１－３２３８

【受付時間】 平日 9：00～17：00

土曜日 9：00～12：00

【面会時間】 平日 10：00～11：30 / 14：00～16：00

オンライン面会を始めました！

新型コロナ感染症対策の為、面会ができない状況が続いています。

そこで、令和３年３月から オンライン面会を始めました。

面会者は来院して頂き、体調チェック後に面会室で機器越しに

対面します。直接表情を確認しながら会話ができます。

画面に表情が映ると、患者さんも面会の方も、自然に笑顔になり、

我々関係者も幸せのお裾分けを頂いています。

面会は２名迄で、３０分としています。

完全予約制となりますので、ご希望の方は、下記までご連絡ください。
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安全Topics 患 者 安 全 啓 発 小 部 会

来月は『”健康いきいき“10のポイント～ポイント⑨社会参加編～』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。

①吸っている にチェックが入ったら…

あなたはタバコは吸いますか？(加熱式や電子タバコを含む)
①吸っている ②吸っていない
③やめた

タバコはいつやめても効果はあります
タバコは最大の健康リスクがあります。
高齢期ではＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)という肺の病気に
かかりやすくなります。少しの動作で息切れがしたり、
咳や痰が続くなどが主な症状です。「いまさらやめても
しょうがない」ではなく、何歳からでも禁煙の効果は
あります。禁煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲の健康な
人にも好影響を与えます。

喫煙は認知症の要因にもなります。心身が衰える高齢期こそ、
禁煙して心身の健康を守りましょう。
薬(禁煙補助薬)により、禁煙しやすくなります。
なかなか禁煙が出来ない人は、禁煙外来を利用しましょう。

ＣＯＰＤは高齢期に多い『タバコ病』
タバコの煙により少しずつ肺の組織が壊れていき、肺の
機能が低下して呼吸が苦しくなったり、肺炎にかかり
やすくなったりします。
COPDはフレイルの原因にもなります。患者の8～9割
以上が喫煙者のため「タバコ病」ともいわれています。
喫煙している人はぜひ一度、呼吸器科などの医療機関で
診断してもらいましょう。

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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医師会病院看護部 部署紹介リレー 第19弾

訪問看護ステーション“むろの樹”

“むろの樹”理念

「 その人らしく日常生活を送ることができるよう

利用者に寄り添い、見守り、大樹のように暖かく、

どっしりと支えることができるような看護の提供を目指します」

人員配置 常勤看護師 ： 5 名 （ 管理者 1 名兼務 ）
非常勤看護師： 1 名

ステーションの運営
営業日 及び営業時間 : 月曜日 ～ 金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
営業時間：8時30分～17時30分

※ 24時間対応いたします ※
ただし、個別契約が必要です

医師会病院は訪問看護を平成29年９月から、看護師２名で始めました。

令和元年8月に訪問看護ステーション“むろの樹”を立ち上げることができました。

事務所は医師会病院の東館２階にある『かけ橋』の中です。

“むろの樹”の訪問看護師はみんな7年以上の病棟勤務経験があります。病棟では

退院に向けた服薬・インスリン注射指導や、手術や人工呼吸器管理などの急性期

看護、認知症ケア、がん看護に関わってきました。

地域の皆さんが『在宅、ときどき入院』で過ごせるように、在宅ケアのサポート

をさせていただきます。

コロナ禍での病院は面会禁止であり、一旦入院すると家族と直接会うことが難し

くなります。こんな時だからこそ、在宅での療養を選んでみてはいかがでしょうか。

自分らしい生活ができる落ち着いた自宅で、大切な家族やペットと共に生活ができ

るようにスタッフ一同でサポートします。

むろの樹のマスコット
“福朗“
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訪問看護ステーション“むろの樹”の歴史＆これからの展望



訪問看護サービス

利用者さんが
笑顔の生活が
送れるように
頑張ります

利用者さんの笑顔に
会えるように

頑張りたいです。
子育て中の

ママ・パパですが
看護道は長く
ベテランです。
お任せください。

皆様に素敵な
笑顔を

お届けします。

安心して自宅で
過ごして

もらえるように
お手伝いします。 在宅で過ごせる

ようにサポート
していきます。

利用者さんに
寄り添い元気
いっぱいに
頑張ります。

点滴
処置
など

入浴介助

リハビリ

体調管理

服薬管理

“むろの樹”の看護師たち
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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 ５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

 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

 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

 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

 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

＊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

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)

　　　　　　　 ※ 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

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


