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当院は、平成５年８月１日に開院しました。令和４年８月から３０年目に入ります。
私は当院に勤務し、今年で１８年目になりますが、その当時は常勤医師が２１人いて、急
性期医療を中心に、リハビリ医療を含め、多くの患者さんに対応していました。その後、
医師の研修医制度の変更などの影響で、次第に大学からの派遣医師数が減少し、一次的に
は常勤医師が９人となり、経営が厳しい時期がありました。
そのような中、病院経営を維持することと、岩国地域に必要な医療を提供できることを
目指して、急性期病床であった本館３階・４階を「地域包括ケア病床」に変更しました。
その後、常勤医師数が次第に増えたことと、今一緒に働いているすべての職員が、患者さ

んに対して、安全で良質な医療が提供できるよう取り組んだことにより、地域の医療機関
や市民の皆さんに、今まで以上に信頼される病院になってきたと思います。
さらに、この２年半の期間は、山口県からの依頼で、新型コロナウイルス感染症の発熱
外来、入院協力医療機関として入院患者の受け入れを行ってきました。また、以前から取
り組んでいる障害をもった子どもたちのための「療育センター」の利用者も増え、在宅患
者支援のための、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリにも積極的に取り組んでいます。
このように、岩国地域の住民の方が今必要としている様々な医
療を提供するという考え方、つまり当院の基本的な病院目標であ
る「地域貢献」に則り病院運営していることにより、さらに多く

の患者さんに当院を利用していただいています。今年度の病院目
標の「笑顔と優しさで、さらなる地域貢献」の気持ちを持って、
これからも一緒にがんばりましょう。

開院記念日
8月1日の開院記念日にあたり、全体朝礼が
行われました。例年は多くの職員が出席して
行われますが、新型コロナウイルス感染症対
策のため、昨年と同様にＴＭ・各所属長・各
表彰受賞者のみの出席となりました。
茶川院長より、開院記念にあたっての挨拶が
ありました。

今年は、継続勤務20年目6名・10年目13名の
勤続表彰が行われました。
また、山口県病院協会令和４年度病院優良職員
表彰も行われ、2名が表彰されました。
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入院給食の患者嗜好調査結果報告
＊実施日 ： 令和４年６月６日(月) ～ １０日(金)
＊食事提供者数 ： １１８名（一般食：１５名、治療食：１０３名）
＊回答者数 ： ５８名（一般食：１０名、治療食：４８名）
＊回答率 ： ４９％

① ご飯について

炊き方 量 温度

一般食

治療食 男性女性

③ 汁物について

温度味付け

② おかずについて

④ 献立全般について

量 味付け 盛り付け 温度

今年度の回答率は49％でした。昨年度の78％から回答率が下がった原因としては、高齢の患者さんが増えて

きており意思疎通が難しいことや、経鼻栄養、経腸栄養の患者さんが増えてきていることがあげられます。

治療食提供の割合は87％で、昨年(80％)に引き続き、高い割合で提供できています。

①のご飯について、量や温度については８割の方が「満足」「やや満足」と回答されています。「やや不満」の方

からは「冷めている時がある」や「量が多い」とのコメントがあり、量に関しては栄養部で調整しました。

②のおかずについて、昨年と比較すると、量と温度に関しては「どちらでもない」の割合が増えました。味付けと

盛り付けに関しては「やや満足」が減り、「満足」が増えました。

③の汁物について、昨年に引き続き「満足」「やや満足」の回答が８割近くありました。

④の献立全般の評価では、全体的に６割の方から「良い」と回答がありましたが、昨年よりは低くなっています。

具体的なご意見もありましたので、食材や味付けについては検討しながら、引き続き献立作成をしてまいります。

満足 満足 満足 満足

満足 満足

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

87%

13%

一般食と治療食の割合

一般食
治療食

ｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙ食
蛋白ｺﾝﾄﾛｰﾙ食
脂質ｺﾝﾄﾛｰﾙ食
術後食
易消化食
貧血食
検査食

常食
軟菜食
分粥食
流動食
離乳食
幼児食
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令和４年度患者満足度調査結果

🔶外来部門🔶 調査実施期間：令和４年5月9日～5月13日

総合評価平均点(５点満点) 4.05点

ほとんどの項目においてよい評価をいただきました。
中でも『医師の印象』に対する評価は高い結果となりました。
ただし、『待ち時間(受付～診療)』については低い評価のため、今後の課題です。

（全197施設）

他医療機関との比較
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🔶入院部門🔶

総合評価平均点(５点満点) 4.06点

ほとんどの項目においてよい評価をいただきました。
中でも『看護師の印象』に対する評価は高い結果となりました。
ただし、『入院設備』『食事内容』については低い評価のため、今後の課題です。

他医療機関との比較

（全121施設）
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は、

森をイメージした 13㎡の小さなお店です。

お弁当・手作りサンドイッチ・焼きたてパン、

お菓子にドリンク、デザート、手作りクッキー、

カップ麺やスープ、購読物(新聞・週刊誌)もあるよ♪

ご要望・お困りな点があれば、

お気軽に 売店のスタッフまで！！

売店では、何を売っているの？

そして、入院患者さん の 必需品

コップ、お箸、洗面用具、爪切り、綿棒、除菌商品、

ヘアピン・ヘアゴム、ＴＶ用イヤホン、肌着、靴下、

介護用品まで幅広く取りそろえております！

≪ 営業時間 ≫

平日 9:00～15:00

※土・日・祝日はお休み

TEL ： 0827-24-1294

岩国市医療センター医師会病院だより 第155号

売店『プティ マール』は

患者さんや職員さんの「ちょっと一息💛 パワーチャージ」

そして「憩いの場所」であり続けたいと思っております。

これからもどうぞよろしくお願いします。 売店スタッフ一同

入院してみて あると良いかも !? 商品のご紹介

・Ｓ字フック付きかご ・・・ 何かとベッド周りに吊るせるので便利!!

・耳栓 ・・・・・・・・・・ 夜は足音や同室の方の色々が気になるもの...

・メモ帳、ペン ・・・・・・ 気付いた事、ドクターや家族へ伝える事をメモ！

・胸はだけ防止クリップ ・・ 入院されていた患者さんが考案した商品
（胸はだけんじゃー） 病衣の襟元に留めて、胸元がはだけるのを防ぐ！

・病院内専用シューズ ・・・ 軽い、履きやすい、滑りにくい、通気性 Good！
(早快マジック) 抗菌防臭で洗濯も可能！

◎ 売店スタッフとお買い物ついでの 会話と笑顔 💛



危険
（31℃以上）

厳重警戒
（28～31℃※）

警戒
（25～28℃※）

注意
（25℃未満）

出典 環境省 熱中症予防サイト

えっ!!
毎日31℃ごえだけど…
常に熱中症予防
しなくっちゃだわっ
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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 ４年 ８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


