
 

 

 

 

『第 5 回ＪＡフェア』を開催しました‼ 

「農を育み、食を伝え、健康をサポートする」をテーマに長門市地域の JA(JA 長門大津、長門総合病院、深川養

鶏)が共同して JA フェアを開催しました。 

秋晴れに恵まれ、地元の各種団体や幼稚園児・高校生ボランティア等がイベントを盛り上げて、たくさんの来場者

がありました。 

農産物の地産地消、お米・野菜・肉などバランスよく食べること、野外でしっかり遊ぶこと、地域の行事に参加す

ること、自分の健康を考えることなどを体験できるように企画しました。参加していただいた皆さんと共にボランテ

ィアスタッフも楽しめた一日でした。 

 

 

 

 

入院中の皆様、参加していただいた地域の皆様、JA 長門大津・深川養鶏の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 緩和ケア通信 下痢がある時の食事の工夫 
                              管理栄養士 中嶋 乃理子 

山口県厚生連長門総合病院広報紙 

 

 

発行：山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院広報委員会            平成３０年 11 月 
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東京で在宅医療をされている山中光茂先生を講師にむかえ「当たり前の幸せを最期の瞬間ま

で・・・」というテーマでお話をしていただきました。 

山中先生は年間２００名もの患者さんを在宅で看取

られているということでしたが、まだまだ東京など都

市部でも、自宅での看取りの際に往診に来てくれる医

師は少ないことを話されていました。 

先生は講演の中で「年を取って失うものも得るもの

もある。年を取るにつれての変化を当たり前のものと

捉えることも大切です。固定観念を捨てて、当たり前

に訪れる自分の最期の過ごし方を若い時に考えておく

ことが大切です。」と話されました。また、延命についても話をされ、「延命についての価値観は人

それぞれです。医師の間でも異なります。自分の場合は何をしてほしいのか、がんの時、交通事故に

あった時にどうしてほしいのかを家族に話しておきましょう。自分の体のことを分かっているのは自

分自身です。自分のことは自分で考えないと誰も本気で考えてくれません。自分の立ち位置で考えて

みてください。そして自分のことを分かってくれるかかりつけ医を持ちましょう」と話されました。 

講演会に参加された方からは、「とても良いお話で参考になりました」「幸せな人生について考え

させられました」とのお言葉を頂きました。この講演会が、皆様の今後の過ごし方や幸せについて考

える機会につながったのであれば嬉しく思います。ご参加ありがとうございました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加齢黄斑変性について      

眼科外来  視能訓練士 髙瀨彰子 津曲彩佳 小畑結 

加齢黄斑変性は加齢により眼の網膜にある黄斑部に異常が現れる病気です。黄斑は網膜の中心部

で、ものを見るための細胞が集中しています。特に、黄斑の中央にある中心窩は最も良い視力が得ら

れるので、この部分が障害されると視力が低下します。 

●加齢黄斑変性になると… ゆがんで見える(歪視) 

見ようとするところが黒く見える(中心暗点) 

ぼやけて見える(視力低下)    などの症状が起こります。 

加齢黄斑変性には 2 つのタイプがあります。1 つは萎縮型というもので、黄斑の組織が年齢により萎

縮してきます。治療法は現在のところありませんが病気の進行はゆっくりです。もう 1 つは滲出型と

いうもので萎縮型に比べ進行が早く、治療せずにいると視力低下などが進みます。萎縮型よりも滲出

型のほうが日本人には多いといわれています。 

滲出型加齢黄斑変性に対する治療としては、 

① レーザーを照射する方法(光線力学療法（PDT）)(レーザー光凝固) 

② 薬物療法(抗 VEGF 抗体)があります。 

予防としては、 

① 禁煙 

② 太陽光を避ける(屋外に出るときはサングラスと帽子を装用) 

③ ビタミン C、E、βカロテンなどの抗酸化ビタミン、ミネラル、ルテインを積極的に摂るようにする。

(緑黄色野菜や果物、豆類やナッツ類、青魚など)サプリメントも有効。 

④ 50 歳以上の方は眼疾患の徴候がなくても定期的な検診を受ける。 

☆加齢黄斑変性チェックシート(アムスラーチャート) 

 

 

   

 

 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

チェック方法 

① メガネはかけたまま約 30cm 離れる。 
② 片目を閉じて中央の黒い点を見つめる。 
 

線がゆがんで見えたり、見たい部分が黒く

見えたりしたらお近くの眼科を受診してく

ださい。※加齢黄斑変性の症状と似ている

病気もあります(黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑

浮腫など) 

 



高齢者のインフルエンザは重症化することがあります 

流行する前のワクチン接種などが有効です。 

 

インフルエンザとは 
 インフルエンザは「インフルエンザウイルス」に感染しておきます。38℃以上の発

熱、頭痛や関節・筋肉痛など全身の症状が急に現れ、高齢者の方々や種々の慢性疾患を

持つ方は肺炎を伴うなど重症化することがあります。 

 

インフルエンザを予防する有効な方法 

 ・流行前のワクチン接種が有効です 
ワクチン接種を受けた高齢者は、死亡の危険が１／５に、入院の危険

が約１／３から１／２まで減少することが期待されています。 

 

平成 30 年度 インフルエンザ予防接種のご案内 
 

対象者 
受診

科 
接種開始日 受付時間 備考 

高校生以上 
（かかりつけ） 

内科

他 

10 月 22 日

（月） 

8:30～

11:00 
接種日月曜日～金曜日（予約なし） 

高校生以上 
（かかりつけ以外） 

内科 
15:00～

16:00 
接種日：月曜日・木曜日（予約制） 

中学生まで 
小児

科 

15:30～

16:30 
接種日：月・水・金（予約制） 

接種料金（税込） 
対象者 1 回目 2 回目（1 回目当院） 2 回目（1 回目他院） 

65 歳以上 1,460 円 － － 

60～64 歳で身体障害者手帳

1 級程度の障害を有する方。 
1,460 円 － － 

13 歳～64 歳 4,860 円 － － 

13 歳未満 4,000 円 2,000 円 4,000 円 

65 歳以上生活保護世帯 無料 － － 

※午前中は外来受付が混み合いますので、予約の電話は 14 時から 17 時の間にお願 

いします。 

※65 歳以上で 1 回目接種の料金は市町村によって異なります。上記は長門市の料金で

す。 

※65 歳以上で 2 回目以降の接種を希望される場合は任意接種となり、接種料金は 

一般と同額の 4,860 円となります。 

 

 



 

下記の日程において、近隣地域における大規模災害を想定した総合防災訓練を実施します。災害時に

迅速な対応が出来るよう訓練を行い、併せて職員の防火意識の向上を図ることを目的としておりま

す。訓練中はベルやサイレン音が流れますが、入院患者さま、外来患者さま、ご来院の皆さまは避難

する必要はございません。皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、是非この趣旨をご理解いただき、

ご協力いただきますよう宜しくお願い致します。 

日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）14：00～ 

内容：火災を想定した消火訓練、避難誘導訓練 

訓練場所：総合受付周辺、各病棟 

 

 

 

 

 

 

院内の電気設備を安全にご利用いただくために、全館停電による電気設備点検を下記の通り実施させ

ていただきます。 

日時：11 月 18 日（日）13：30～16：30 

注意事項 

☆電気設備の点検状況により停電時間は前後します。何卒ご了承ください。 

☆照明が非常灯のみとなりますので院内が暗くなります。足元にご注意ください。 

☆エレベーターは東館 1 台のみの運転となります。 

☆手術、検査等は原則できません。 

ご不便をお掛けして大変申し訳ありませんが、ご理解ご協力の程、宜しくお願

い致します。 

 

防災訓練のお知らせ 

全館停電のお知らせ 



 

今が旬おすすめ料理  ～サバ～ 

 日に日に秋が深まる季節となりました。もうこたつやストーブを出したよと言われるご家庭もおありでしょう

ね。今回は晩秋から冬にかけて旬を迎える魚「サバ」を紹介します。 

 サバはスズキ目サバ科サバ属に分類される魚で、一般に流通しているのは日本列島近海に広く生息するマサバ

とゴマサバ、そして近年は主に冷凍魚や塩干物として流通し、北大西洋に生息するノルウェーサバも多くなりま

した。晩秋から冬にかけて西日本で旬を迎えるのはマサバで、水温１５℃程度を好むマサバは夏は北海道近辺に

生息していますが、秋から冬には南下して山口県周辺に生息し脂ものって味もよくなります。サバは非常に脂質

に富んだ魚で、中でも DHA や EPA といった多価不飽和脂肪酸が群を抜いて多く含まれます。これらは悪玉コ

レステロールを減らし逆に善玉コレステロールを増やす働きがあり、動脈硬化の予防改善に効果が期待されま

す。また、アレルギー反応の原因となる過剰な免疫反応を抑制する働きがあり、花粉症やアトピー性皮膚炎など

のアレルギー症状を緩和させる効果も期待されます。さらに DHA は神経細胞の働きを活発にし、脳を活性化さ

せる働きもあります。 

サバは「鯖の生き腐れ」という言葉があるほど鮮度の落ちやすい魚です。鮮度が落ちたサバはヒスタミンとい

う成分が多く発生し、蕁麻疹などの中毒症状が出やすくなるので要注意です。目が澄んでえらが鮮やかな赤色、

身が固いものを選ぶとよくて、腹が柔らかくなったり破れているものは避けるとよいでしょう。 

 煮ても焼いても、酢で〆てもおいしいサバですが、今回は揚げ物を紹介します。衣にカレー粉を加えて子供さ

んにも好まれる味付けにしました。近年魚嫌いの子供さんが増えていますが、嫌いな理由は主に臭みと骨による

そうです。カレー粉で臭みを消して、丁寧に骨抜きをすると魚が苦手な子供さんにも好まれるのではと思いま

す。カレー粉の量はお好みで加減してください。脂がのったおいしいサバ料理、ぜひお試しください。 

 

サバのカレー風味竜田揚げ    

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

材料 (２人分) 

・サバ切り身    120g 

・しょうゆ  大さじ 1/2 杯 

・みりん   大さじ 1/2 杯 

・カレー粉   小さじ 1/2 

・片栗粉   大さじ 3 杯 

・揚げ油      適宜 

 

 

作り方 

① サバは小骨を骨抜き等で丁寧に除き、一口大のそ

ぎ切りにする。しょうゆ、みりんを加えてなじま

せ、10 分程度置く。 
② キッチンペーパー等で①の水気をふき取り、カレ

ー粉と片栗粉を混ぜてまぶす。 
③ 180℃の油でカラッと揚げる。 



 

 

 

 

全科休診日のご案内 

3日（土）     18日（日） 

4日（日）     23日（金）勤労感謝の日 

10日（土）     24日（土） 

11日（日）2次救急 25日（日）2次救急 

17日（土）       

 

臨時休診・代診のご案内 

【内科】 

2 日（金） 松浦医師 休診 

15 日（木） 瀬川医師 休診 

26 日（月） 胡麻田医師 休診 

【皮膚科】 

30 日（金） 浅野医師 休診 

【泌尿器科】 

1 日（木）福田医師 学会の為休診 

16 日（金）松山医師 休診 

【婦人科】 

2日（火）服部医師休診 

17日（水）西本医師 午後の診察休診 

【眼科】 

1日（木）波多野医師 休診 

6日（火）新井医師 予約の方のみの診察 

【耳鼻咽喉科】 

21 日（水）廣瀬医師 予約の方のみの診察 

28 日（水）廣瀬医師 休診 

 

 

※臨時休診・代診が追加されることもございますの

で、ＨＰ（http://www.nagato-hp.jp）またはお電話

（0837-22-2220）でご確認ください。 

 

 

 

耳鼻咽喉科特殊外来のご案内 
〇補聴器外来 

[アリス補聴器センター] 

第１・３・５ 水曜日 (１４：００～) 

[九州リオン、めがねセンター] 

第１・３・５ 金曜日 (１４：００～) 

第 ２・４  金曜日 (１０：３０～) 

 

初めて補聴器をつけられる方はまず、通常外来診察

時にご相談ください。 

小児科特殊外来のご案内 
〇乳児検診（要予約） 

受付１３：００～１４：３０  

  実施１３：３０～ 

１ヶ月･･･月曜日   ４ヶ月･･･火曜日 

７ヶ月･･･木曜日 

〇予防接種（要予約） 

曜日…水、金曜日 

受付１３：００～１４：３０  

  実施１４：００～ 

ＢＣＧ、おたふくかぜ、水ぼうそう、日本脳炎、

四種混合、麻疹・風疹、肺炎球菌、ヒブ、ロタウ

イルス 

〇心臓外来（要予約） 

外来日時は小児科へお問い合わせください。           

対象…心疾患全般 

〇慢性疾患外来（要予約） 

火曜日１５：００～１６：３０ 

金曜日１５：００～１６：００ 

対象･･･喘息、低身長などの内分泌疾患、脳波 

異常などの神経性疾患、その他腎疾患など 

産婦人科特殊外来のご案内 
〇母乳外来（要予約） 

火、金曜日１３：３０～１６：００ 

内容：母乳育児相談を行います。 

（哺乳量測定、体重測定、乳房トラブルほか） 

〇母親学級（当院にて出産予定の方のみ） 

第３水曜日１３：３０～１６：００ 

内容：お産の経過と呼吸法、赤ちゃんの扱い

方、病棟・分娩室の見学など。 

放射線科特殊外来のご案内 
○放射線治療外来 

毎週水曜日 １１：００～ 

放射線科外来までお問い合わせください。 

 

看護外来のご案内 
○ストーマケア外来（要予約） 

○がん看護外来（要予約） 

〇フットケア外来（要予約） 

○リンパ浮腫ケア外来（要予約） 

各科外来窓または地域連携室でお申し込み下さい。 

http://www.nagato-hp.jp/


 

 

 

 

診 療 科 月 火 水 木 金 

内 科 

①  胡麻田 学 髙橋 規文 胡麻田 学 瀬川 誠 胡麻田 学 

②  髙橋 規文 山本 普隆 山本 普隆 山本 普隆 髙橋 規文 

③  永冨 裕二 山口 裕樹 永冨 裕二 山口 裕樹 香月 憲作 

④  香月 憲作 三谷 伸之 秋山 優 香月 憲作 三谷 伸之 

⑤  松浦 桂司  藤村 寛之  松浦 桂司 

神 経 内 科   秋冨 信人   

小 児 科 
①  青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 

②  福田 謙 福田 謙 福田 謙 福田 謙 福田 謙 

外 科 
①  久我 貴之 井口 智浩 藤井 康宏 久我 貴之 藤井 康宏 

②  田中 裕也 佐野 史歩 井口 智浩 田中 裕也 佐野 史歩 

整 形 外 科 

リウマチ科 

①  村松 慶一 村松 慶一 今城 靖明 村松 慶一  

②  宮崎 規行  宮崎 規行 宮崎 規行 
（新患のみ） 

宮崎 規行 
診察：9:30～ 

③  谷 泰宏 谷 泰宏 谷 泰宏  
谷 泰宏 

診察：9:30～ 

脳神経外科 貞廣 浩和 
診察 10:30～ 

   
清平 美和 
診察：10:30～ 

皮 膚 科 安野 秀一郎 村田 真美  下村 尚子 浅野 伸幸 

泌 尿 器 科 中山 祐起 
平儀野 剛 平儀野 剛 

福田 昌史 
松山 豪泰 

福田 昌史 
（初診のみ） 

福田 昌史 
（初診のみ） 

藤川 公樹 

産 科 

午前 服部 守志 西本 裕喜 服部 守志 西本 裕喜 西本 裕喜 

午後   
西本 裕喜 

（14:00～16:00） 

※完全予約制 
  

婦 人 科 西本 裕喜 白蓋 雄一郎 西本 裕喜 高木 遥香 服部 守志 

眼 科 

①  
新井 栄華 新井 栄華 

（受付 10:00 まで） 

新井 惠子 
（受付 10:00 まで） 

波多野 誠 新井 栄華 

完全予約制 

② 
新井 惠子 

   
新井 惠子 

完全予約制 完全予約制 

耳鼻咽喉科 

午

前 
 

 

 

 

池田 卓生 

（第２,４） 

※完全予約制 

午

後 

眞﨑 達也 
受付:13:30～14:00 

診察 14:00～ 

廣瀬 敬信 
受付:12:30～13:00 

診察 13:00～ 

竹本 洋介 
受付:13:００～13:30 

診察 13:30～ 

放射線治療外来   日山 篤人 
（9:00～） 

  

緩和ケア内科   
小野 信周 

（院内紹介制） 
14:00～16:00 

  

胃 内 視 鏡 三谷 伸之 松浦 桂司 山口 裕樹 三谷 伸之 天野 彰吾 

胃 透 視 須田 博喜 診療放射線技師 診療放射線技師 診療放射線技師 診療放射線技師 

心臓超音波検査 山本 普隆 超音波検査士 髙橋 規文 髙橋 規文 山本 普隆 

腹部超音波検査 超音波検査士 超音波検査士 松浦 桂司 佐伯 一成 山口 裕樹 

外来診療担当医表   平成３０年 11 月分 

外来診療の受付時間は午前 11 時までとなっております。尚、急患はこの限りではありません。 

土、日、祝祭日は全科休診となりますが、急患はこの限りではありません。お電話にてお問い合わせ下さい。 

整形外科の毎週金曜日の外来診療開始時刻は 9 時３０分からとなっております。 

眼科の新患の受付時間は 10 時 30 分（火・水曜は 10 時 00 分）までとさせて頂きます。 

眼科は初診の方は紹介の方のみとさせていただきます。再来は完全予約制となります。 


	診療科

