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新年のご挨拶●

平成３０年病院目標

みんなの力で地域医療を支えよう



謹賀新年謹賀新年

【診療日：毎週月曜日午前中】

岩国市医療センター医師会病院だより 第111号

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

平成30年 年頭挨拶「医師会病院維新」

年頭にあたり、ご挨拶申し上げます。
本年度は明治維新150周年の年になりますが、「維新」と

言う言葉は東洋古典の“大学”の中にある「周は旧邦なりと
いえども、その命維（こ）れ新たなり」に由来している。
日本は全てをぶっ壊す「革命」ではなく、天皇制は維持し

つつ、日本の夜明け、近代国家への歩みを始め、日本を少し
ずつ変えていこうということで、「明治維新」となった。

現在の医療は人口減少、地域包括ケアシステムの構築といった変革の時を迎えており、この
一年、当院も岩国市医師会の力を結集し、そして病院職員の皆様の力を借りて、「医師会病院
維新」を進めていかなければならないと考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。

センター長 正木 康史

新年挨拶

あけましておめでとうございます。
昨年4月から病院長を拝命いたしまして、ほぼ1年が経とう

としています。医師数減により入院患者数への影響が予想さ
れましたが、急性期病床の一部を地域包括ケア病棟に転換す
るなどが功を奏して、ほぼ昨年と同数の入院患者の利用をい
ただいています。経営的に安定していくためにも勤務医師数
の増加が不可欠ですので、医師確保にも努めてまいります。
本年も多くの患者さんに利用していただける病院を目指し

ますので、皆様のご支援とご協力をよろしくお願いします。

病院長 茶川 治樹

新年のご挨拶 2018

明けましておめでとうございます。
さて、今年の8月で設立25周年を迎える医師会病院にとって
昨年は最も激震の走った年だったように思います。常勤医師
が15名から10名になり、私の属する整形外科も手術患者の
内科領域や外科領域のバックアップがなくなることで今後に
不安を覚えました。しかしながら、医師会員の先生方や岩国
医療センター循環器内科の先生方などの御協力もいただける
ことになり、急性期医療を継続することができました。周り
に支えられていることをより実感した感謝、感謝の1年でした。

みんなで力を合わせていけば現在の厳しい日本の医療情勢も乗り越えていけると信じています。
最後に、今年の初詣で引いたおみくじは大吉で、「人の幸不幸は本人の考え次第である」と

ありました。前向きにポジティブにいきましょう。本年もよろしくお願いいたします。

副院長 貴船 雅夫



【診療日：毎週月曜日午前中】

時の過ぎる早さにおののきながら毎年迎えるお正月。
皆さんはいかがでしょうか。新年おめでとうございます。
昨年の今頃は「4月からどうなることじゃろう」と思って

いましたが、すごいですね、みんなで力をあわせるって。
これならまだまだ当分の間、当院が地域医療の担い手として
がんばって行けそうな気になりました。いやいやむしろ
「いけるんじゃね？」ってな希望も見え隠れ。
まだお寒い時期は続くと思いますが、意外に春は近いかも。
また一年、あかるく元気にいきましょう。

副院長 福田 雅通

岩国市医療センター医師会病院だより 第111号

あけましておめでとうございます。
美しい初日の出、そしてスーパームーン輝く新しい年の

スタートでした。平和で健康に過ごせますようにと太陽と
月に祈りました。
当院は「少子高齢化」の進展とともに歴史を重ねてきま

した。地域ニーズに応える医療が使命になり、今年から
訪問看護を拡充します。「医師会病院の看護師さんが来て
くれる」と言って頂けるように知識・技術を高め、地域
医療に貢献することを目指します。どうぞよろしくお願い
致します。

看護部長 浴森 公子

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
皆様のおかげで無事に新しい年を迎えることが出来ました。
昨年４月より事務長職を拝命し、いきなり常勤医師４名

減というマイナスからのスタートとなり、当初はどうなる
ことかと不安と重責で押しつぶされそうな毎日でした。
しかし、茶川病院長をはじめスタッフの皆さんの頑張りで、
患者数も増え安定してまいりました。
今年は地域包括ケア病棟の施設基準の変更に伴い、病床

数を現在の２０１床から２０床弱の削減を検討しています。
それにより患者さんにより良い医療が提供できることと考
えます。
４月には医療・介護の同時改定も控えております。皆さんの力で追い風に乗って更なる発展

が見込めるように改革を進めていきたいと考えています。本年もよろしくお願い申し上げます。

事務長 藤本 孝夫
ごあいさつ
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 (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

＊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

 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


