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新任医師紹介
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★専門領域は何ですか?
消化器 とくに 肝疾患 を中心に、と考えています。

★得意な疾患について教えてください

ウイルス性の肝疾患の治療を手がけていました。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

専門外でもお役にたてることがあればお申しつけ下さい。
但し、侵襲的な処置・治療はできませんので、お許しください。

★先生の趣味は何ですか？

最近、写真撮影を始めたところで、早速、写真部へ入部いたしました。
実家の処分の仕方に頭を悩ませており、「民家再生」を考慮中です。
ゴルフ少々。以前は山登り（ヒマラヤまで行ってきました）。

★診療科の特色を教えてください

各種の画像（超音波検査、ＣＴ、ＭＲＩ）から
症状を把握することができればと思っています。
内視鏡検査は、残念ながらできません。

＊ 昭和４９年岡山大学卒

＊ 日本内科学会認定医
＊ 日本消化器病学会認定専門医（指導医）
＊ 日本肝臓学会認定専門医
＊ 日本医師会認定産業医

川口 憲二
かわぐち けんじ

消化器部長

消化器内科（肝臓）

外来診療日

毎週

水・木曜日



≪ 営業時間 ≫

月～金曜日 7:30～17:30
土曜日 8:00～13:30

店休日：日曜･祝日･年末年始

TEL・FAX ：２４－１２９４

☆ 取り扱い商品
・入院必需品 ガーゼネマキ、Ｔ字帯、腹帯、

紙オムツ、スリッパ、バスタオル
・新聞・雑誌 各種
・食品・飲物 弁当、サンドウィッチ、菓子パン、

スナック菓子、牛乳、ジュース、
アイスクリーム

・雑貨 イヤホン、ティッシュペーパー
・衣料 ワンタッチ肌着

◎ その他取り扱い業務 ： 貸し冷蔵庫

岩国市役所近くにある11年目のパン屋さん。

ほっこり美味しい手作りパンです！

日替わりで 13～20種類 入荷しています。

老舗の店『 里の味 みかわ 』
野菜中心の ヘルシーメニュー です。

日替り弁当・おかずセット・おむすび・

助六寿司 などを入荷しております。

PetiPetitt MarlMarl

『 ＵＰ ＲＩＳＥ （アップ ライズ）』
今年OPENの川下にある手作りサンドウィッチのお店。

食品添加物を使用しておらず、新鮮・安全！

当店オリジナルのサンドウィッチを販売しています。
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食堂

売店売店

正面玄関

受付

中央ロビー

１０月１日より、売店がリニューアルしました！！

どうぞよろしくお願いいたします。



日 時：平成３０年１０月２０日（土）
13:30～17:00（受付開始13:00）

場 所：当院東館４階 講堂
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院内ロビーコンサートのご案内院内ロビーコンサートのご案内

平成３０年１０月２８日（日） 13：30 ～15：00
場所：本館１階 中央ロビー

♪♪

演奏曲： 『もののけ姫』・『恋』・『哀愁の古賀メロディー』など

院内音楽サークル メゾ・フォルテ がコンサートをひらきます。
みなさん ぜひ聴きに来てください！

♪♪

部　署　名 サークル名 テ　ー　マ　名

訪問リハビリ 赤ヘルⅡ 訪問リハビリの質の向上に向けた取り組み

看護部リハビリ病棟 そじゃね～ 不要な横シーツを無くそう！

看護部手術室 鉄腕ＯＰＥ子
洗浄・滅菌方法のシステム再構築
　～患者・手術器機を守ろう～

薬剤部 モグタローズ 薬剤総合評価調整加算を算定しよう

看護部２階病棟 ちゃきっ子組 検査や手術時の延食・絶食エラーを減らす

事務部医事課 サーティーワン 患者さんに優しい受付

保健・健診部 人類健康化計画 検体提出不備をなくそう！

看護部３階病棟 ほんわか～Ｓ
退院支援ボードを活用することで、２･４週間
カンファレンスでの情報収集の時間短縮が図れる

リハビリテーション部 西郷どん
代行表システムを見直し、代行表の紛失や代行表
関連のトラブルを防ごう！！

情報システム管理課と
　テレメディアと総務課

福助 情報機器トラブルにおける解決時間を短縮しよう！

看護部４階病棟 FRESH ORANGE
ケアの充実を図ろう
　～患者満足度アップを目指して～

放射線部 やる気まんぞう 誤認をなくそう！！

安全管理委員会
患者安全啓発小部会

ミックス∞withＡ
岩国市民における転倒予防の意識向上
　～転んで死なないために～part１

看護部外来 外来だけんのう！
外線電話対応の見直し
Ｓｔｏｐ診療介助中断

ＭＥ管理室 ＆ 看護部透析室 チーム☆星の子
患者毎に開始・終了時の方法を表示して
分かりやすくしよう!!

サマンサジャパン㈱
清掃

ひまわり
業務の活性化を図り
お客様に心地良い環境を提供しよう！



私たちは、平成29年11月に「医療者と患者とのパートナーシップを高め、在宅
でも安心な生活が送れるような安全啓発をすすめる活動をする」事を目的に発足
した患者安全啓発小部会です。メンバーは9名で、現在、転倒予防についての啓
発活動に取り組んでいます。今回は『筋力低下を予防する運動』についてご紹介
します。

安全Topics

患 者 安 全 啓 発 小 部 会

☆太ももの筋力トレーニング☆

①椅子に座った状態で片足ずつ膝を伸ばします。

②3秒かけてゆっくり上げ、3秒かけてゆっくり下ろします。
③10回を1setとし、1日に2～3setを実施します。

来月は転倒予防はお休みして、患者誤認アンケートの結果を掲載予定です。

☆下半身を強化するトレーニング☆

①3秒かけてゆっくり立ち上がり、3秒かけてゆっくり座ります。
②10回を1setとし、1日に2～3setを実施します。
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医師会病院看護部 部署紹介リレー第部署紹介リレー第55弾弾

回復期リハビリテーション病棟回復期リハビリテーション病棟

人員配置人員配置 常勤看護師： 20名 非常勤看護師： 4名

看護補助者： 8名 （うち非常勤職員：1名）

平均年齢： 39.08歳 ＜平成30年9月22日 現在＞

病棟特徴病棟特徴 病床数： 50名 看護配置： 13対1

回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ(平成30年8月～)

平成平成 29 29 年度年度 リハビリ病棟実績リハビリ病棟実績

入院患者数： 243名 (うち、医師会病院急性期病床からの入院は23.9％)

重症患者割合： 32.5％

病床稼働率： 82.2％ 在宅復帰率： 83.1％

◎ リハビリ実績指数： 40.2

※平成29年10月～平成30年3月までの、6か月集計結果

平成平成 30 30 年度年度 リハビリ病棟リハビリ病棟 部署目標部署目標

<看護師> 患者背景を把握し、再発予防を考慮した退院支援ができる

<看護補助者> 安全な入院環境が提供できる

看護師長インタビュー看護師長インタビュー リハビリ病棟看護師長リハビリ病棟看護師長

回復期リハビリ病棟は、2004年5月に開設され、山口県東部地域医療の重要な役割を担って

きました。岩国医療圏の病床機能の変化に伴い、受け入れる患者さんの科別が変化し、平成30

年現在、約7割の患者さんが 脳血管疾患後のリハビリ目的 で療養される患者さんで占められ

ています。医師や療法士など他職種と連携を図りながら、入院早期から患者さん個々に介入し、

自宅への退院を見据え、排泄の援助や更衣動作などの日常生活動作や、内服の管理方法指導な自宅への退院を見据え、排泄の援助や更衣動作などの日常生活動作や、内服の管理方法指導な

ど行っています。ど行っています。

岩国市医療センター医師会病院だより 第117号



リハビリ病棟リハビリ病棟の看護師さんへの看護師さんへ 〜〜突撃インタビュー！！その突撃インタビュー！！その 11

「お休みの日は何をしていますか？」「お休みの日は何をしていますか？」

錦帯橋まで チャリンコ こいで行ってます。筋トレ！

ヨーグルトメーカー で 自家製ヨーグルト 作ります

おかずの作り置きとか しますねぇ…。

掃除とか…。洗濯とか、あと…掃除とか…掃除とか…(´・ω・`)？

リハビリ病棟リハビリ病棟の看護師さんへの看護師さんへ 〜〜突撃インタビュー！！その突撃インタビュー！！その 22

「同じ部署の仲間へ、メッセージを！！」「同じ部署の仲間へ、メッセージを！！」

いっつも優しく、丁寧に教えて頂いて、助けてくれて、ありがとうございます！

みんな話しやすいし、チームワーク抜群だって思っています (‘ω’)ノ
みんな大好きですみんな大好きですよっよっ！！ ((‘‘◇◇’’))ゞゞ

私達は「朝起きて寝るまで、すべての動作がリハビ「朝起きて寝るまで、すべての動作がリハビ

リ」リ」という考えのもと、患者さんに接しています。当病

棟は院内で唯一、病棟内に食堂があります。寝る場所と

食事の場所を分けるため、患者さんには毎食食堂に移動

して頂いてから、食事を摂っていただいています。また、

起床後は寝衣から普段着に着替え、就寝前に寝衣へ着替

えるという日常的に行う動作を、リハビリの一環として

行っています。患者さんの衣服が色とりどりで、「病棟患者さんの衣服が色とりどりで、「病棟

全体が明るい印象を受ける」と言われています全体が明るい印象を受ける」と言われています (#^(#^ωω^#)^#)

患者さんの身体機能を向上させるために、患者さんが一人でできる動作については、時間が患者さんが一人でできる動作については、時間が

かかっても一人でやって頂くようにしていますかかっても一人でやって頂くようにしています。回復期にある患者さんの日常生活動作は不安

定で、病態に合わせた環境整備や、適切な援助を行わなければ、転倒など事故が起こりやすい

時期だと言えます。私達リハビリ病棟の医療スタッフは、患者さんが安全に入院生活を過ごし患者さんが安全に入院生活を過ごし

効率的な回復ができるよう、危険を予知する感覚を磨くトレーニングも行っています効率的な回復ができるよう、危険を予知する感覚を磨くトレーニングも行っています。

当病院の回復期リハビリ病棟は、全国回復期リ全国回復期リ

ハビリ病棟協会に所属していますハビリ病棟協会に所属しています。他職種と共同

で行われる研修会にも積極的に参加して個々で自

己研鑽を図ると共に、病棟全体の知識・技術の向

上のために、伝達講習を行っています。

来年度には一名、回復期リハビリテーション看回復期リハビリテーション看

護師認定コースが終了予定です！護師認定コースが終了予定です！ 患者さんの状

況に応じた適切な医療・看護が提供できるよう、

チーム一丸となってこれからも頑張ります！
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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１０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

田原 正則
(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

 

交替（午前）

森脇 宣允
木村 浩彰

 ★ 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 

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

 消化器内科
 （肝臓）

川口 憲二 川口 憲二 ＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

＊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（24-0168）へ
   詳細はお問い合わせ下さい

 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

＊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

＊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

 放射線診断科 交替 田辺 昌寛 横田 佐和 交替

＊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

岡田 宗正
(午後)

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 田 聖司 田 聖司 清水 元晴

 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科
 麻酔科

＊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

(午前)
(再診のみ)

＊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

 脳神経内科

＊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

福田 雅通

 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 ＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

 泌尿器科
＊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

 小児科 福田 雅通 古賀 まゆみ 休　診 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

岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師

 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

 糖尿病内科
 血液内科

佐々木 輝昌


