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地域医療連携センター“かけ橋”では、
他の施設の方と患者さんに関わる医療や介護の連携業務と、
患者さんが安心して医療が受けられるよう相談業務などを行っています。
今回は、入院が決まった方への関わりをご紹介します。

地域医療連携センター“かけ橋”のご紹介

＊入院担当者の職種は？
「看護師です。必要に応じて
医療相談員（MSW：ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）
も対応しています。」

＊いつ？
「入院が決まったら介入します。」

＊どこで？
「直接、お話を聞かせていただく場合は、
空いている診察室にご案内します。」

＊どんなことを聞かれますか？
「入院前のご自宅での患者さんのご様子、
入院中や、退院後の心配な事、気になること、
入院病棟のスタッフに伝えて欲しいことなどです」

入院前連絡 PFM介入中

2021年度は650件の介入実績がありました！
入院の際には、看護師、医療相談員に、お気軽にご相談ください。

入院予約された方の入院日が
決まれば、入院前日までに、
ご本人またはご家族へ連絡し、
必要物品の説明や心配な事の
聞き取りをさせていただきます。

PFMとは、Patient Flow Managementの略で、
看護師が入院前に患者さんの情報を把握し、
退院への問題解決に早期に着手する取り組
みです。患者さんとご家族が安心して入院
生活を送れるようにするためのサポートです。

外来受診時に入院日が決まれば、受診
当日に、入院担当者が、直接、ご本人や
ご家族にお話を聞かせていただきます。
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本館の２階・３階・４階病棟の談話室の内装を改装しました。

改装の目標にしたのが、患者さんもご家族も職員も、この部屋に

来たらワクワク楽しくなるような空間を演出することでした。

当院は、病棟ごとにその病棟のイメージカラーを決めています。

２階は赤色、３階は青色、４階は黄色です。エレベーターの扉が

開くとこの病棟カラーで飾られた壁が見えるため、患者さんや

ご家族は、入院階かどうか一目瞭然でわかるようになっています。

天井の中心の照明器具の上部分は、

丸くくり抜かれた空間に雲が浮かん

でいるデザインを採用しました。

まるで空を見上げているようです。

そして、この天井の雲の中に蓄光素

材で出来た星型の模様を埋め込み、

夜間照明落とした後は、まるで天井

に星が映し出されているようにキラ

キラと光って見えます。
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6月23日（木）に消防訓練を実施しました。当院は不特定多数の人が出入りする建造物である

ため、消防法により年2回の消防訓練の実施が義務付けられており、第1回目は毎年6月頃に

実施しています。

訓練内容は例年通りとし、深夜２時に本館２階の病室前廊下で出火したとの想定で、午後２時

より、患者役18名、救助者役15名、監査等その他進行役10名、合計43名で実施しました。

岩国地区消防組合の消防隊に来院して頂き、訓練の監査をして頂きました。

その後場所を講堂に移し、消防隊にも参加して頂いて反省会を開きました。消防隊からは毎回大

変有意義なご指摘やご助言を頂き大変助かっています。今回は、避難誘導放送がよく出来た事、

現場の避難誘導も手際よく出来た事を褒めて頂き、訓練参加者は大変嬉しい思いをしました。

次回は11月頃に第2回目を実施する予定です。毎年第2回目は昼間出火想定で実施しており、

原則全部署参加のため今回よりも大規模な訓練になる予定です。

人工煙により火災感知器が発動すると、病院中に火災を通知するサイレンの音が鳴り響き、防災

センターからの放送で発火点を知らせ避難誘導を行いました。毎年第1回目の訓練では、その年

に入職した新人を中心に訓練を実施しており、今年も新人を中心に訓練者を選抜しました。

病院の駐車場まで患者役を避難誘導して消防訓練は終了し、その後は消防隊による消火器の

使用訓練を受けました。消火器について基本事項の説明を受けた後、消防隊が準備して下さった、

消火剤の代わりに水が詰まった訓練用消火器で、赤いコーンを発火点に見立て多くの職員が訓練

に参加しました。消防隊によれば、消火器による消火成功例が国全体で年間数千件もあり、消火

器を正しく使いこなせる事はとても重要な事がよく分かりました。

防火対策委員会
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令和３年度 診療実績

38,254
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保護犬の譲渡会で生後二か月のランに一目惚れし、すぐに迎え入れました。

警戒心が強いランが安心しきって寝ている姿を見ると、何とも言えないくらい癒されます。
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Ｙさん家のラン ちゃん （７才♀・雑種）

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

７/１８（月） 糖尿病教室 ： 治療・合併症・日常生活 看護師

７/２２（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

７/２５（月） 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師

７/２８（木） 糖尿病教室 ： 食事療法 管理栄養士

８/１（月） 糖尿病教室 ： 治療・合併症・日常生活 看護師

８/４（木） 糖尿病教室 ： 食事療法 管理栄養士

８/５（金） フレイル予防教室 ： 栄養・運動 理学療法士

８/８（月） 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師

８/１２（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

８/１９（金） フレイル予防教室 ： 栄養・運動 理学療法士

８/２２（月） 糖尿病教室 ： 治療・合併症・日常生活 看護師

８/２５（木） 糖尿病教室 ： 食事療法 管理栄養士

８/２６（金） 糖尿病教室 ： 運動療法 理学療法士

８/２９（月） 糖尿病教室 ： 薬物療法 薬剤師
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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 ４年 ７月 １日現在　

月 火 水 木 金 土

小林 知貴
(広島大学)

　

＊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

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

 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
＊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）

 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･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
＊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

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)

　　　　　　　 ※ 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

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


