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●

医師会病院まつりのご案内
● 看護部部署紹介リレー【外来】
● 非常勤医師紹介

地域医療支援病院

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
☎（0827）21-3211（代表）
岩国市室の木町３丁目６－１２ E-mail：info＠iwakuni-med.jp
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岩国市医療センター医師会病院東館
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サーティーワン
アイスクリーム
販売します！

エルマーの会
【東館４階講堂】
クッキー
●公開講座 テーマ「がんばれぼくらの腎臓ちゃん♪」 販売
講師 副院長 福田 雅通
13：05～13：35
●かわいい子どもたちの歌と踊り
13：40～14：00
【東館玄関周辺】
健康コーナー 【東館４階講堂】
救急車展示
14：00～16：00
白衣体験
血糖測定、血管年齢測定
写真撮影
肺年齢検査、肌年齢測定

骨年齢測定、お薬相談窓口
味覚チェックなど
キッズコーナー
『手作りおもちゃで遊ぼう』
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ポスター展示
【東館４階講堂】
●岩国地域施設マップ
●今から、はじめる転倒予防
「転んでも、死なないために」

医師会病院看護部 部署紹介リレー 第1弾
今回から始まる看護部の新企画です。
各号ごとに、看護部各部署の紹介を行います。 初回の今回は、コチラの部署！

看護部 外来
部署概要
★人員配置
・ 常勤看護師１０名非常勤看護師９名 （男：女= １：１８）
・ 平均年齢 ４９歳
★平成２９年度 外来受診患者数
・ １日平均 ８７人（平日）

※土日祝日の救急センター受診患者数は含まず

・ 救急車受け入れ件数は年間 ４２０件 （整形外科疾患が半数以上を占めている状況）

平成30年度

外来部署目標

患者ニーズを把握するための基本的情報収集することで
外来スタッフ間の共有を図り個別性のある看護提供する
みよし

外来

み

ゆ

き

三好 美由紀 看護師長
外来には、毎日様々な病状の患者さんが来院されます。
救急車で来院される患者さんもおられ、体調の悪いなか
検査へ処置へと、慌ただしく医療が提供されます。
そのような中でも患者さん個々のニーズを把握し、個別
性に応じて丁寧で正確な対応ができるよう心がけています。
業務の性質上、医師とはもちろん、放射線科部門や生理
学的検査部門など、他職種との連携も欠かせません。
平均年齢は病棟より少し高めな私たちですが(笑)、看護師
経験も人生経験も豊富なスタッフが揃っています。
多忙な時でも上手に連携を取り、高い接遇能力とチーム
ワークにより、日々の業務をこなしていると自負しています！
（次ページへ続きます！）
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平成30年4月からは、訪問看護事業をスタートしました。
地域のニーズに沿い、患者志向の医療サービスが提供できるよう、
専門性を高めて取り組んで行きたいと思います。 これから人員の
拡充を図り、さらなる業務拡大を図っていきたいです。
ところで…。師長である私は、今年の5月で還暦を迎えました。
看護師長としてのラストラン！健康に気をつけ頑張ります！！
三好師長さん！インタビューへのご協力ありがとうございました！！

外来の看護師さんへ インタビュー！① 「休みの日は何をしていますか？」
回答①「え、ひたすら寝ますよね・・・(´･ω･`)」
回答②「家事したり・・・あと、子供と遊んだりでしょうか？」
回答③「スマホゲーム(笑)！！」

外来の看護師さんへ インタビュー！② 「同じ部署の仲間へメッセージを！」
回答①

「・・・今後ともよろしくです♡・・・？」

回答②

「・・・すごい照れるんだけどコレ・・・(笑)」

外来の皆さん ご協力ありがとうございました。
次回 部署紹介リレー第2弾 は〈2階病棟〉の予定です
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非常勤医師紹介
たなべ

放射線科

まさひろ

田辺 昌寛 先生

（山口大学病院）

【診療日：毎週火曜日】
★専門領域は何ですか？
画像診断、IVR

★診療科の特色を教えてください
主にCTやMRIの画像診断を行っています。
最近は機器の進歩が目覚ましく、身体の細部が立体的に
分かるようになってきました。
健診を含むスクリーニング検査から、腫瘍や炎症などの
精査まで幅広いジャンルに取り組んでいます。

★得意とされている疾患について教えてください
肝・胆・膵の画像診断が専門ですが、腹部全般に興味が
あります。

★先生のご趣味は何ですか？
ソフトテニスですが、最近は子供たちとバドミントンもしています。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
何でもお気軽にご相談ください。
画像所見に対するご意見やフィードバックもお待ちしています!!

ありよし

放射線科

しょうこ

有吉 彰子 先生

（山口大学病院）

【診療日：毎週水曜日】
★専門領域は何ですか？
ＣＴやＭＲＩを使った画像による診断です。

★診療科の特色を教えてください
高度な機器を活用しながら、皆様のお役に立てるような
診断を行っていきたいと思っています。

★得意とされている疾患について教えてください
画像診断一般です。
特にＭＲＩ、小児の診断に興味があります。

★先生のご趣味は何ですか？
県内の観光やイベント巡り、写真、旅行です。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
出身は山陽小野田市で、今までずっと県内ですごしています。
岩国地域の皆様が楽しく健やかな生活が送れますよう、私も頑張ります。
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岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師
(午前中のみ)

月
総合診療科

火

水

＊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

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

田原 正則

福田 雅通

古賀 まゆみ

中藤 嘉人
(午前)

休 診

中藤 嘉人

福田 雅通

古賀 まゆみ

福田 雅通

中藤 嘉人

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

(午前)

熊野 健一

熊野 健一

熊野 健一

(午前)
(再診のみ)

(午前)

(午前)

＊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
（第1･第3）
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
原田 英宜
＊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
＊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

金谷 雄平
(午前)

貴船 雅夫

貴船 雅夫

田 聖司

＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

＊毎週水曜日(13時半～16時半)は 田原正則が診療を
行っています

(午後)

脳神経内科

整形外科

＊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

佐々木 輝昌

緩和ケア内科

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科
麻酔科

土

(午前)

泌尿器科

小児科

金

木村 一紀

糖尿病内科
血液内科

腎臓内科

木

平成３０年 ６月 １日現在

田 聖司

清水 元晴

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

（第1･第3） ＊毎月第１･３土曜日(10時～12時半)は 末廣 栄一 が

末廣 栄一
脳神経外科
（第２）

井本 浩哉

交替

田辺 昌寛

有吉 彰子

岡田 宗正

＊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
＊火曜日・水曜日は、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

交替（午前）

放射線診断科

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)

交替

(午後)

リハビリ科
(午前中のみ)

茶川 治樹

松本 彰紘

柳居 理絵子

森脇 宣允

茶川 治樹

森脇 宣允
木村 浩彰

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

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

茶川 治樹

＊完全予約制ですので療育センター（24-0 168）へ
詳細はお問い合わせ下さい

※ 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

★ 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

※ 市外局番 ☎（0827）
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