
地域医療支援病院

第156号 令和4年10月1日 発行

岩国市医療センター

医師会病院だより
http://iwakuni-med.jp

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

第21回山口県支部学術集会開催案内
令和２･３年度ＱＣ発表大会審査結果●

日本医療マネジメント学会●

我が家のペット自慢●

● 作業療法だより

福祉用具展示室紹介●

ぶちはぴだより●

撮影：写真部写楽 川口憲二



---------------------------------------------------

日時： 令和4年10月29日【土】
13：00～16：30
（受付開始 12：00）

---------------------------------------------------

場所： 岩国市医療センター
医師会病院
東館４階講堂

〒740-0021 山口県岩国市室の木町３丁目６番１２号

---------------------------------------------------

会長： 茶川治樹
岩国市医療センター医師会病院 院長

---------------------------------------------------

■学術集会内容
①一般演題発表 ②特別講演
③シンポジウム
-------------------------------------------------

■参加対象 / 保健・医療・福祉関係者
■参加費 / 一般：2,000円 会員：1,500円

日本医療マネジメント学会
第２１回山口県支部学術集会

～コロナ禍の地域連携と地域貢献～

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■後援 一般社団法人山口県医師会 公益社団法人山口県歯科医師会 一般社団法人山口県病院協会

公益社団法人山口県看護協会 一般社団法人山口県薬剤師会 一般社団法人岩国市医師会
一般社団法人玖珂医師会 一般社団法人山口県臨床検査技師会 公益社団法人山口県栄養士会
一般社団法人山口県理学療法士会 一般社団法人山口県作業療法士会
一般社団法人山口県言語聴覚士会 一般社団法人山口県診療放射線技師会
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日本医療マネジメント学会 第21回山口県支部学術集会 進行表

時 間 プログラム

12:00～ 受付開始

13:00～13:05 開 会

【開会挨拶】
第21回山口県支部学術集会 会長

岩国市医療センター医師会病院 院長 茶川 治樹

13:05～13:45 一般演題
７分×５題

13:45～13:55 休 憩

13:55～14:55 特別講演

「新型コロナウイルス感染症対策の今までとこれから」
山口県健康福祉部 審議監

新型コロナウイルス感染症対策室 室長 石丸 泰隆

14:55～15:05 休 憩

15:05～16:15 シンポジウム

「コロナ禍の地域連携と地域貢献」
医療法人新生会 いしいケア・クリニック 院長 原田 唯成
岩国薬剤師会 副会長 河田 尚己
岩国市医療センター医師会病院 副看護部長 浜 佳恵

16:15～16:30 閉 会

【次期学術集会会長挨拶】
済生会下関総合病院 院長 森 健治

【閉会挨拶】
第21回山口県支部学術集会 実行委員長

岩国市医療センター医師会病院 副院長 福田 雅通

◆◆◆ 駐車場案内図 ◆◆◆
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※当日、病院駐車場が満車の際は、

岩国市保健センター臨時駐車場をご利用ください

会場
(４Ｆ講堂)

療育
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まさかの受賞に驚いています。
コロナ禍で心が折れそうになりましたが、メン
バー全員で協力し合いＱＣ活動をすすめる
ことができ、チームワークや院内全体の問題
解決意識などの成長がはかれました。
ありがとうございました！

Ｂグループ 金賞

看護部 「チーム☆楽し隊‼」サークル
リーダー 多田 昭子

Ａグループ 金賞

手術室 「鉄腕ＯＰＥ子」サークル
リーダー 亀田 ももこ

この度は、思いがけずこのような賞を頂き大変
励みになりました。 ありがとうございます。
今回の取り組みは今現在も負担無く継続でき
ており、良い活動ができたと思っています。
今後もスタッフ一同協力し、よりいっそうの業務
改善に努めていきます。

令和２年度のＱＣサークル活動は、新型コロナウイルス感染拡大により、会合を開くこと
も改善を進めることも困難となり、令和３年度も継続して行いました。発表大会も例年の
ように集合して行うことはできず、各サークルの発表動画による審査となりました。
審査結果とともに、金賞受賞の２サークルのコメントを紹介します！

賞 名 部署名 サークル名 テーマ名

金賞 看護部手術室 鉄腕ＯＰＥ子 手術室器械不足トラブルをなくそう

銀賞 看護部４階病棟
なーすちゃんと
どく太郎

輸血マイスターへの道

銅賞
診療録管理室
救急センター医事課

Go！Go！
北海道Ⅱ

スキャン業務の標準化を図ろう

特別賞
サマンサジャパン㈱
清掃

ひまわり ほうれん草(報連相)で パワーアップ‼

テーマ完結賞 看護部２階病棟 トンちゃん 伝達エラーを減らすために伝達メモを有効的に使用していこう

テーマ完結賞 看護部外来 チーム淳子 患者が検査後処置室に声掛けすることを忘れにくい環境にしよう

賞 名 部署名 サークル名 テーマ名

金賞 看護部 チーム☆楽し隊‼
入院生活用品の管理作業における間接業務の削減
～安心してください、オムツありますよ。～

銀賞 放射線部 やる気まんぞう 一般撮影における患者の負担を減らそう‼

銅賞 リハビリテーション部 リハビリＧＯ 家屋調査報告書の作成負担を減らそう

テーマ完結賞 全部署 リネンちゃん 汚染リネンの正しい回収ができる

テーマ完結賞
看護部透析室
ＭＥ管理室

チーム☆星の子 災害対策の見直し

テーマ完結賞 看護部リハビリ病棟 アマビエ 患者に適したオムツ、パットの選定をしよう

テーマ完結賞 看護部３階病棟 がってん承知の助 早薬を安全に効率よく配薬する

岩国市医療センター医師会病院だより 第156号

Ａグループ

Ｂグループ



美味しそうな
野菜がいっぱい！

作業療法では「医師会ファーム」で菜園を行っています。
この夏にはミニトマト、キュウリ、茄子の苗を植え、スタッフと患者さんと
一緒に世話をしてきました。今年は実りが良く、大量に収穫する事ができま
した。畑をされていた患者さんもおられ、野菜の成長をみながら季節を感じ
てもらったり、実際に畑作業をしてもらうことで、馴染みのある作業に関わ
れることを大切にしています。
今後、色々な野菜にもチャレンジしていければと思っています(^^)

作業療法だより

Ｋさん家の浅葱 くん （1歳7ヶ月♂）

〔チワプー：チワワとプードルのミックス〕

ア サ ギ

11月17日（木） 13:30～16:00 

全国糖尿病週間に合わせて本年度も 『健康いきいき体験会』 を開催予定です。
フットケア、糖尿病教室、栄養・運動相談など感染防止対策を行って開催します。
気になる方は是非体験してみてください。

やんちゃ、甘えん坊、遊びたがり、散歩では他の犬の鳴き声にフリーズする超ビビリ
まだ子供で良く寝ますが、朝の目覚ましで私が起きなかったら顔をなめて起こします。
歩けない母親がトイレに行こうとベッドから車椅子に移ろうとしたら吠えて教えてくれます。
私が仕事に出かけるときは玄関で吠えて見送り、帰宅時も玄関に来て吠えて迎えてくれます。
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ようこそ

福祉用具展示室

感染対策の状況によりますが、1階受付に伝えて頂ければ、

展示室のみの御用件の方もご利用可能となっています。

どうぞお気軽にお越しください。

福祉用具の展示・説明・相談をお受けしています。
カタログでは分かりにくいフィット感・使い勝手を確認できます。

開場時間 （土日祝祭日を除く）：
月・水・金 12：30～15：00

火・木 10：00～15：00

TEL・FAX ：0827-24-7099（時間外FAXのみ）

場所：岩国市医療センター医師会病院
東館 （リハビリ病棟）2階

福祉用具専門相談員が開場時間内常駐しており、
できる限り利用者さんのお悩みにお答えできるよう努めています。

まったく福祉用具に関係ないと思っていても、ちょっとしたヒントでアッ！と
思うものがあったりするかも！？

色々なメーカーさんのカタログを置いていますので、

見るだけでも是非どうぞ！！

展示物のご紹介

（一部）

杖シルバーカー 排泄関連

靴
食事関連

住宅改修品

東館入口 ココ

※岩国福祉用具ネットワーク様ご協力の商品になります

階段 or エレベータで
2階に上がって右手（国道側）です

東館（リハビリ棟）本館
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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１０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

＊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

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

 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

 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

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

 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


