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緩和ケア内科 中藤 嘉人 先生
なかふじ よしと

★専門領域(専門診療科)は何ですか？

この医師会病院では、緩和医療(入院・外来・在宅)
を中心として、診療に携わっています。

ただ昨今の医師不足の影響もあり、回復期リハビ
リテーション病棟でも入院患者さんの担当医として

診療を行っています。

★診療科の特色を教えてください

当院に外科医師が在籍していた時点には、癌化学療法・
手術を行って経過を見ている方に対し、外科医師と共に
「症状緩和」・「日常生活動作の改善」を目指した診療
を行っていました。

現在はがん疼痛治療を中心に、入院・外来治療を、そして院外・院内の訪問看護師さんや
薬剤師さん・ケアマネ―ジャーさん等と共に、在宅での診療を行っています。

★今後の展望は？
「在宅医療の充実」が叫ばれる現在ですが、これをさらに充実したものになるよう、院外の医療

・看護・介護従事者と連携を深めていきたいと考えます。
同時に、当院の在宅医療にかかわるstaffの拡充に努めていきます。

★先生のご趣味(または、こだわっていること)は何ですか？

父が他界してからは 自宅(内外)の片付け・整理整頓にはまっています。自室の書籍や、各種記録
物等を電子化して取り出せるようにすることは終了して、今後も貯まらないように心がけています。
庭の掃除の為に色々と掃除道具を取りそろえて･･･腰を痛めないように注意しながら作業中です。
何事も シンプル イズ ベスト と感じるこの頃です。

★医師会員の先生方へ、メッセージを一言お願いします！

訪問看護部 直通電話番号：0827-28-6411

訪問看護部門 医師、担当者紹介

看護部長 浴森 公子

（今後当面は）悪性腫瘍療養中の方々で、通院が困難になっている方々を中心に、
医師会員の皆様のお役に立てればと思います。

訪問看護部門の立ち上げ

全国的に高齢化が進行するなか、人々が可能な限り住み慣れた地域でそれぞれの
状態に応じて、その人らしい生活を営めることが求められています。
医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活に向けて包括的に支援する
“地域包括ケアシステム”の構築が各自治体で進められています。

当院では地域（＝住み慣れた生活の場）での療養を支援することで地域包括ケア
システムに参画するため、訪問看護部門を立ち上げました。
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訪問看護師 田中 ちずる 主任
たなか

★訪問看護に従事するようになった

きっかけを教えてください。

訪問診療に同行させていただくようになり、患者
さんの退院時にご自宅へ同行することがありました。

患者さんはぐったりとされ、お顔に表情がない状態
でした。しかし次の週、訪問診療でご自宅に伺うと同一人物

とは思えないほど表情が穏やかで、笑顔も見られ、「家に帰れ
てうれしい」と活気も出ていました。それを見て、ご自分の家でご家族

と一緒にいられることの素晴らしさを痛感しました。とは言え、在宅で過ごすには、ご家族の
サポートが必要です。看護師に求められることの多さを実感し、少しでも力になれたら…と

思ったのがきっかけです。

※写真右側

★現在取り組んでいる事、これからやりたいことを教えてください。
グリーフケアの取り掛かりとして、在宅で看取りをされたご家族に、藤中主任と協力して手紙を

出すことを始めました。「手紙が嬉しかった、涙が出た」と、そのご家族が会いに来てくださり、
悲しみを乗り越えて頑張っていらっしゃることがわかって、本当に嬉しかったです。そして「在宅
医療と言うものがあって、痛みとかでのたうち回って最後を迎えるのではなく、静かに安らかに最
期を迎えることができるんだよって、近所の方に教えてあげているよ」と言われていて、在宅で看
取りをされたことに心から納得されている様子であることを感じることができ、やりがいにつなが
りました。今後も、グリーフケアとしての訪問ができたらなと思います。まだまだ、できる事は本
当に地味なことですが、希望する方がみんな、ご自宅で過ごすことができるよう体制が取れたらと
思います。

“みなし訪問看護”だからこそできるグリーフケア等のソフト面の充実等を売りに、
頑張っていけたらと思っています。

訪問看護師 藤中 奈美 主任
ふじなか なみ

★訪問看護に従事するようになったきっかけを教えてください。

病棟勤務の時、患者さんは退院を希望されましたが、「在宅での療養が難しいから」と家族が
入院を希望され、病院で亡くなられる方が何人かいらっしゃいました。

住み慣れた場所での療養を叶えるために看護の力でできる事はないかと考えたときに、訪問看護
に関わりたいと思うようになりました。

★現在取り組んでいる事、これからやりたいことを教えてください。

現在は、主に中藤先生の訪問診療に同行しています。診療の介助のほかに、ご家族への病状説明
が円滑に行えるように調整したり、ポータブルトイレの移乗方法など日常生活指導を行っています。

また、ベッド上生活で独居の方の点滴を行うため、週に1回、看護師のみで自宅に伺っています。
訪問看護ステーションの看護師やケアマネジャー、薬剤師と、インターネットの情報共有ツールを
使用して、利用者の方の状態や確認事項等の情報交換を行っています。お互い、直接顔を合わす機
会はほとんどないのですが、様々な職種が利用者の方に関わることで、本人やご家族の希望通りに
自宅で療養生活を送られています。まだまだ課題はたくさんありますが、様々な職種が関わること
で在宅生活を支えていく力になれる事を実感しています。

今後は、入院中から病室への訪問を行い、退院時のカンファレンスに参加して、在宅生活への移
行がスムーズに行えるよう、病棟との連携も図っていきたいと考えています。 病院の訪問看護とし
て、訪問看護ステーションと協力し、お互いに不足しているところを補いあいながら、岩国圏域の
在宅看護の発展に貢献して行けたらと思います。「医師会病院の訪問看護師さんがいたから家で過
ごせた」と言っていただけるように、笑顔忘れず(にこにこ)、1人でも多くの在宅療養者と家族を支
えていきたいです。

※写真左側
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非常勤医師紹介

【診療日：毎週月曜日午前中】

総合内科・総合診療科 木村 一紀 先生
きむら かずき

★診療科の特色を教えてください

臓器別疾患の概念にとらわれず、心身全体から疾患の診断と
治療を行うように心がけています。内科全般疾患を基本とし
ていますが、まずは診断をしっかりと行うこと、患者さんと
しっかりと向き合うことを大切にしています。

★得意とされている疾患について教えてください

総合診療ですので、全身の症状から疾患の診断を行うことが
使命と考えています。専門科の先生の診断・治療が必要と判断
した場合は迅速に相談・紹介などさせて頂き、患者さんに満足
頂ければと考えています。
比較的診察することが多い疾患としては、感染症（風邪や肺炎
なども含め）・膠原病・不明熱ですが、心身症などの心療疾患もあります。

★先生のご趣味は何ですか？
旅行ですが、なかなか長期は難しいですね。
去年はスキューバダイビングの免許を取りました。今後はスカイダイビングを目標にしています。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
ＴＶでドクターＧなどの「総合診療」という言葉に触れる機会は多くなりましたが、総合診療医
が何をしているかはまだ認知が広がっていないと思います。診療を通じて総合診療がどういった
ものかアピールできればと思っています。

【診療日：毎週水曜日午前中】

脳神経内科 金谷 雄平 先生
かなや ゆうへい

★診療科の特色を教えてください

脳神経内科では、認知症・脳血管障害やパーキンソン病
などの神経難病といった幅広い領域を取り扱っています。

★得意とされている疾患について教えてください

特別に専門としている疾患はございませんが、みなさまが
お困りの症状にひとつひとつ対応していきたいと思います。

★先生のご趣味は何ですか？

野球観戦・読書

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
頭痛やしびれなど些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
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【診療日：毎週土曜日午前中】

リハビリテーション科 木村 浩彰 先生
きむら ひろあき

★専門領域は何ですか?

義肢装具、福祉機器、障がい者スポーツ

★得意な疾患について教えてください

下肢切断、慢性疼痛

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

2020年をピークとする高齢化社会に対して、
回復期病棟と地域包括ケア病棟はとても重要です。
世界中どこにも手本はありませんが、岩国市医療センター医師会病院が日本や世界を
引っ張っていけるよう頑張りましょう。

【診療日：毎週木･土曜日午前中】

リハビリテーション科 森脇 宣允 先生
もりわき のりよし

★専門領域は何ですか?

整形外科です。山口大学整形外科当時は主に

脊椎外科を勉強しました。

★得意な疾患について教えてください

医局時代は特に頸椎疾患を担当したのですが、
昔のことです。
最近はスポーツ障害に興味を持っています。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

私自身、病気をしたし年をとりましたので、高齢者の立場が良く理解できる医療者と
なれたつもりです。
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【診療日：毎週木曜日】

★専門領域は何ですか?
内科です。特に内分泌・血液疾患が専門です。
糖尿病の患者さんが多いですね。

★診療科の特色を教えてください
糖尿病を中心としたチーム医療でしょうか。
管理栄養士などと連携をとりながら患者さんに
合った治療方針を考えています。

★現在取組んでいることはありますか？

連携の強化ですね。看護師・管理栄養士・理学療法士など多職種のコ・メディカルとの
連携を行ない、情報の共有化を目的としたチーム医療の構築に取組んでいます。

★先生のご趣味は何ですか？

趣味ですか・・・囲碁が好きですねぇ！ 以前は医師会の囲碁会などにも参加させて
頂いていましたが、最近は時間がとれなくて・・・

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

糖尿病患者さんについてご紹介前に、まずご相談ください。よろしくお願いします。

糖尿病内科・血液内科 佐々木 輝昌 先生
ささき てるまさ

合併症って？

糖尿病ってどんな病気？

どんな治療をするの？？

家族が糖尿病と診断された…

などなど、様々な疑問にお答えします！
糖尿病の知識を深めてみませんか？

毎週月・木曜日と 第二・第四金曜日

２F健康相談室にて15時より開催！！！

糖尿病
にお悩

みのあ
なたに

！！
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全てのご紹介・入院のご依頼は

『地域医療連携センター かけ橋』まで

２F(急性期)
田村

3F(地域包括)
村岡

4F(地域包括)
廣兼

3F(回復期リハ)
末廣 成林

退院支援看護師
桑原

退院支援
医療福祉相談

当院へ入院・外来受診
されている患者さんのお困り

ごとはこちらへどうぞ！！

連絡先：TEL 0827-21-3238
FAX  0827-21-3239

業務時間：月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

木村 室谷

ご相談だけでもかまいま
せんので、お気軽にご相
談ください。

連絡先：TEL  0827-21-3225
FAX 0827-22-1654

業務時間：月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

入院・受診
相談

地域医療連携センター

かけ橋

入院・受診
相談

退院支援
医療福祉相談

＜業務内容＞
・入院生活上の相談
・退院先や退院後の生活について

・入院･外来患者さんの医療･福祉について
・医療費など金銭的なことについて

＜業務内容＞
・急性期病棟
・地域包括ケア病棟
・回復期リハビリ病棟
・レスパイトなど入院相談
・外来受診相談
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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

 (午前中のみ) 　平成３０年 １月 １日現在

月 火 水 木 金 土

木村 一紀
(午前)

　
＊毎週木曜日(9時～16時半)は 佐々木 輝昌 が 外来
  診療を 行っています

＊糖尿病教室は、毎週月・木曜日、第２･４金曜日の
  15時から行っています

森　純一
(午後)

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
(午前) (午前)

金谷 雄平
(午前)

（第1･第3）

末廣 栄一

（第２）

井本 浩哉

 

中尾  聖
交替（午前）

野村 貴文
三好 啓介 神谷 正喜

 (隔週交替）  (隔週交替）

茶川 治樹
森脇 宣允

澤 衣里子
木村 浩彰

 ★ 紹介状は必ずお持ち下さい　

茶川 治樹
＊完全予約制ですので療育センター（24-0168）へ
   詳細はお問い合わせ下さい

 ★ 救急は、この限りではありません　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　※ 市外局番 ☎（0827）

岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師

※ 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 

＊毎週 火曜日・金曜日(9時～12時半)は、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
　(痛みの外来)を行っています
　毎週 火曜日・金曜日は、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
　(21-3225)又は直接 熊野健一へお問い合わせください

 療育
 (午前中のみ)

古賀 まゆみ 茶川 治樹 古賀 まゆみ 古賀 まゆみ 茶川 治樹

 リハビリ科
 (午前中のみ)

茶川 治樹 柳居 理絵子 森脇 宣允 茶川 治樹 ＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

清水 元晴 ＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 脳神経外科

 放射線診断科 交替 交替
岡田 宗正

(午後)

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 田 聖司 田 聖司

 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科
 麻酔科

 脳神経内科

 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

 腎臓内科 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通

 泌尿器科
＊毎週水曜日(13時半～16時半)は 森 純一が診療を
  行っています

 小児科
西村 仁

福田 雅通
西村 仁

福田 雅通
西村 仁

西村 仁
福田 雅通

西村 仁
古賀 まゆみ

福田 雅通

 糖尿病内科
 血液内科

佐々木 輝昌

 総合診療科

＊毎月第１･３土曜日(10時～12時半)は 末廣 栄一 が
   外来診療のみ 行っています
＊毎月第２土曜日(9時半～12時)は 井本 浩哉 が診療
   (機能的脳外科)を行っています(要予約)

＊変更になることがありますので、
　事前にご確認ください

＊完全予約制ですので、放射線科受付(21-3224)へ
   詳細はお問い合わせ下さい
＊月曜日・金曜日は、診療対応(10時～16時)で
　行っています
＊血管造影は、木曜日の午後に行っています

＊毎週月曜日(9時～12時半)は 木村 一紀 が診療を
  行っています

(午前)
(再診のみ)

＊毎週水曜日(9時～12時半)は 金谷 雄平 が診療を
   行っています（対象年齢：16歳以上）
＊完全予約制ですので医療連携室(21-3225)へ詳細は
   お問い合わせ下さい

＊毎月 第1･第3土曜日(9時～12時半)は、原田 英宜 に
   よるﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを行っています
   毎月 第１･第３土曜日は完全予約制ですので
   医療連携室(21-3225)へ詳細はお問い合わせ下さい

福田 雅通 ＊血管造影は、金曜日の午後に行っています福田 雅通


