
 

 

 

 

 

 

5 月から、現在工事中部分の工事範囲拡大のため、病院前駐車場の約 30

台分の駐車スペースが下図のように無くなります。それに伴い、新たに西側

駐車場に患者さんの駐車スペースを設けておりますのでご利用ください。 

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力をお願い致します。 
 

 

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３1 年 5 月 

〒759-4194 長門市東深川 85 番地  TEL0837-22-2220 FAX0837-22-6542 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.nagato-hp.jp 
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保健師だより                           

 

「5 つの健康習慣」でがん予防 

                                     保健師 岡本香子 

 今年も 6 月より、自治体のがん検診が始まります。よく知られているように、日本は２人に 1 人ががんにな

り、３人に 1 人ががんで亡くなってしまうがん大国です。対象となる年には、ご自分、ご家族のために、必ず

検診を受けましょう。 

今回は、がん予防のために国立がん研究センターによる「5 つの健康習慣」についてご紹介します。ご自身で５

つ出来ているかチェックしてみてください。 

 

 

 

 

採血室・検尿トイレ 

検査室移転のお知らせ 
 
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１階フロア 

 

 

① 禁煙 がんになるリスクを必ず上げるタバコ。吸わな

い人も他人のタバコの煙を避ける。 

② 節酒 アルコール換算で 1 日 23ｇまで。 

アルコール量の求め方 

アルコール量＝量（ml）×度数（100 分の%）×0.8 

度数はビール 0.05、日本酒 0.15、酎ハイ 0.07 等 

③ 食生活 ※塩分は最小限に※野菜果物を多く 

※熱いものは少し冷ましてから 

④ 身体を動かす 歩行程度の運動を 1 日 1 時間 

      息がはずみ汗をかく運動を 1 週間に 1 時間 

⑤ 適正体重 痩せすぎも太り過ぎもリスクを上げる 

BMI で判断し男性 21～27 女性 21～25 がよい 

BMI（体格指数）の求め方 

BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）  

 

Web でチェック！ 

「５つの健康習慣とがんリスク」 

ご自身が健康習慣をいくつ実践

できているか、体重やお酒の

量、運動量等で自動判定してく

れます。 

また今後 10 年間に、がんにな

る危険度を教えてくれます。ぜ

ひチェックしてみてください。 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-NE9vfUe0tDU/XKGRh0SC-eI/AAAAAAABSIU/bRvU0G24mWgC-5XhtmW4GZSme0M8EtY1wCLcBGAs/s800/gengou_calender_reiwa.png
https://2.bp.blogspot.com/-2A4dDGGKkIk/U8XkwTo5kkI/AAAAAAAAi3k/zjV3nf9O8zE/s800/tsuki_title05.png


整形外科で外国人研修医を受け入れます 

 

外国人研修医のご紹介 

5 月 8 日からフィリピン出身のアシンワ ジェイソン ルイ ラモス（ Arcinue 

Jasson Louie Ramos ） 医師が平成 31 年 9 月末までの約 5 か月、当院で研修

を行います。当院では手外科、外傷、マイクロサージャリー等の治療に関する知

識および手術の技術を学びますので宜しくお願い致します。 

【臨床修練医の許可基準】 

・医科大学において５年以上の一貫した西洋医学を履修していること 

・医師資格を取得後、３年以上の臨床経験があること 

・臨床修練を行うのに支障のない日本語又は英語を理解しコミュニケーションを取ることができること 

 

平成 31 年度医師臨床研修（初期研修） 山口県地域医療研修にご協力ください 

地域医療研修とは、地域医療を担う医師の役割、身につけるべき視点や姿勢について学ぶことで、

将来、地域医療に貢献できる力を養うために行われます。 

継続性のある診療や訪問リハビリ、主治医意見書作成、介護支援専

門員との面談、家族の介護力の評価など、包括した医療の担い手とし

ての医師の役割を学ぶために、山口大学附属病院・済生会山口総合病

院・山口赤十字病院・岩国医療センターより 5 月から 11 月までの間

に 9 名の研修医がそれぞれ 2 週間、研修を行います。 

地域の皆さん、地域医療研修にご協力お願いします。 

厚生労働省が定める地域医療研修での目標は、以下をご参照ください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域医療を必要とする患者さんとその家族に対して、全人的に対応するために、 

１）患者さんが営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）につい

て理解し、実践する。 

２）診療所の役割（病診連携への理解を含む。）について理解し、実践する。 

３）へき地・離島医療について理解し、実践する。 



●新入職 常勤医師紹介● 

4 月より長門総合病院に赴任しました小児科の脇 和之と申します。宜しくお願

い致します。 

2005 年から 2008 年まで長門総合病院に勤めさせていただいておりました

が、4 月に再び戻ってまいりました。微力ながら地域医療に貢献できるよう努力

していきたいと思います。宜しくお願い致します。 

肝がんを専門として消化器一般の診療をしています。宜しくお願い致します。 

整形一般、外傷を担当します。丁寧な診療を心掛けています。宜しくお願い致し

ます。 

●新入職員照会● 

４月から西 3 階病棟に配属されました看護師の湯本恭子です。新しい環境で不

安や緊張も多く患者さんや先輩方に負担をかけてしまうこともあると思います

が、頂いた助言を一つ一つ大切にし、信頼される看護師になれるように努力して

いきたいと思います。 

４月より 4 階病棟で働くことになりました新人看護師の杉祐香里です。初めて

のことばかりで緊張した毎日を過ごしていますが先輩方のご指導のもと日々成長

していけるよう頑張っていきたいです。 

 
 



 ４月より薬剤科で働くことになりました薬剤科の沓野隆太郎です。大学は広島

に行っておりましたが 5 年次に学外実務実習で実習生として長門総合病院で学ば

せていただきました。今年度より、生まれ育った長門で働くことができとてもう

れしく思います。日々新たに学ぶことが多く大変ですが教えていただいたことを

実践し、自ら考えて行動のできる薬剤師を目指します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 
 ４月より栄養科で働くことになりました坂田愛子と申します。日々、業務を行

う中で自分の未熟さを痛感しているところでありますが、諸先輩方のご指導の

下、少しでも早く現場の力となって栄養の面で患者様を支えられるように頑張り

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 
この度、管理栄養士として入職しました寺田笑菜です。科長をはじめ、栄養士

の先輩方や、調理師の皆さんの温かいご指導の下、日々の業務を覚えることに精

一杯の毎日ですが、円滑に業務をこなせるように精進していきたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

作業療法士の荒川嘉人です。患者さんに寄り添い、患者さんの生活を意識した

リハビリを提供できるよう頑張っていきます。これからよろしくお願いします。 

 

 

４月より医事課に配属となりました石津結衣です。初めてのことばかりで不安

な気持ちもありますが、一日でも早く知識と技術を身につけて一人前になれるよ

う、日々努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
Q：風しんに感染すると何が問題？ 

A：電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。 

Q：では、どうすれば良いの？ 

A：まずは、風しんの抗体価検査を受けましょう。2019年4月以降、市町村からクーポン券が届きますのでクー

ポン券に従って抗体検査を受けて下さい。風しんの抗体価がなかった場合、予防接種を受けましょう。 

 

参考：厚生労働省 HP 

感染管理認定看護師 松田純一 



今が旬  おすすめ料理   『スナップエンドウ』 

                                     栄養科長 中嶋 乃理子 

 

若葉の緑がすがすがしく感じられる季節になりました。今回は、春から初夏にかけて旬を迎える「スナップエンド

ウ」を紹介します。 

 スナップエンドウは、絹さややグリンピースといったサヤエンドウの一種で、絹さやのシャキシャキとした歯触り

と、グリンピースの豆の甘さを一緒に味わえるよう改良された品種です。1970 年代後半にアメリカから導入された

比較的新しい野菜で、成長して豆が熟しても肉厚のサヤは固くならずにやわらかいので、サヤごとそのまま食べるこ

とができるのが特徴です。 

 栄養面を見てみますと、β－カロテン、ビタミンＣ、カリウム、カルシウムなど多く含み、栄養のバランスもよい

野菜です。サヤごと食べることで、食物繊維もしっかり摂ることができます。ビタミンＣは、じつはキャベツより多

く含まれており、抗酸化作用も期待できます。ビタミンＣは、水に溶けやすく熱に弱いので、加熱はなるべく短く、

茹ですぎないよう（1 分半程度）にしましょう。茹であがったら冷水に放ち（1 分程度）、余熱を素早くとること

で、ビタミンの損失を防ぎ、色止めの効果もあります。β―カロテンは脂溶性の栄養ですので、油と一緒に調理する

と吸収力がアップします。炒め物などの加熱調理には、５～１０秒ほどサッと湯通ししたものを使うと青臭さがなく

なり美味しくいただけます。 

 スナップエンドウは、サラダや和え物、炒め物などが定番メニューで分量もたくさん食べられますね。 

今回は、使用量は少ないですが、スナップエンドウと同じく今が旬の「筍」と一緒に、食感が楽しめるつくねを紹介

します。筍と豚肉の旨味とスナップエンドウの甘味が詰まっていて、ごろごろとした食材が存在感があり、食べ応え

のある 1 品です。試してみてください。 

 

≪スナップエンドウと筍の豚つくね≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

【材料】（6 個分） 

豚ひき肉      150ｇ 

茹で筍        50ｇ 

スナップエンドウ   ６本 

片栗粉       大さじ１ 

酒        大さじ１/２ 

おろし生姜    小さじ１/２ 

        

      

 

【作り方】 

①茹で筍は流水で洗い、1ｃｍ角に切る。 

②スナップエンドウは筋を取り、斜め 1ｃｍ幅に切

る。 

③ボウルに筍、スナップエンドウを入れて片栗粉を

加えてまぶす。 

④別のボウルに豚ひき肉、酒、おろし生姜、味噌を

入れて粘りが出るまで混ぜ、③を加えてさっと混

ぜ、 

６等分にし、丸く成形する。 

 

 



 
 

全科休診日のご案内 

6日（土）      21日（木） 

7日（日）          27日（土） 

13日（土）      28日（日） 

14日（日）      29日（月）昭和の日 

20日（土）      30日（火）祝日法に                            

                 よる休日         

5月 

 1日（水）天皇即位の日 4日（土）みどりの日 

  2日（木）祝日法に   5日（日）子供の日 

      よる休日 

3日（金）憲法記念日  6日（月）振替休日 

 

※4月27日（土）から連続して10日間、通常診療

はありません。（救急患者さんの対応は別です）。

お薬等無くなりそうな場合は、事前の受診をお願い

致します。 

 

臨時休診・代診のご案内 

【整形外科】 

5 日（金） 休診 

 15 日（月）谷医師 学会のため休診 

 16 日（火）谷医師 学会のため休診 

 17 日（水）今城医師 休診 

 18 日（木）村松医師 休診 

【泌尿器科】 

18 日（木） 休診 

19 日（金） 休診        

【眼科】 

1 日（月）休診  

2 日（火）新井栄華医師 休診 

3 日（水）新井恵子医師 休診 

8 日（月）休診 

【耳鼻科】 

17日（水）廣瀬医師 予約の方のみの診察 

 
※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 

毎週火曜日 8：3０～ 

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  胡麻田 学  胡麻田 学 

②  髙橋 規文 髙橋 規文   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  前田 雅喜 瀬川 誠 白澤 友宏  前田 雅喜 

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  脇 和之 脇 和之 脇 和之 脇 和之 脇 和之 

外 科 
①  久我 貴之 重田 匡利 重田 匡利 久我 貴之 矢野 由香 

②  坂本 龍之介 矢野 由香 坂本 龍之介 坂本 龍之介  

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  谷 泰宏 谷 泰宏   谷 泰宏 

③  瀬戸 哲也  瀬戸 哲也 瀬戸 哲也 瀬戸 哲也 

脳神経外科 貞廣 浩和 
診察 10:30～ 

  
 清平 美和 

診察：10:30～ 

皮 膚 科 

午前 
安野 秀一郎 

第 2 月曜日は 

受付 10:30 まで 
 平野 杏奈 下村 尚子 

 

午後  
浅野 伸幸 

受付:12:30～14:30 

診察 13:00～ 
  

泌 尿 器 科 松隈 悠 
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 服部 守志 西本 裕喜 服部 守志 西本 裕喜 西本 裕喜 

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 栄華 
（受付 10:00 まで） 

永井 智彦 新井 栄華 

完全予約制 

② 
新井 惠子 

 
新井 惠子 

（受付 10:00 まで） 
完全予約制 

 
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 

西村 省吾 
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 
（8:30～） 

 

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 前田 雅喜 山口 裕樹 三谷 伸之 藤村 寛之 

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 木下 奈津 超音波検査士 髙橋 規文 髙橋 規文 超音波検査士 

腹部超音波検査 超音波検査士 超音波検査士 前田 雅喜 佐伯 一成 山口 裕樹 

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。 

外来診療担当医表   平成３1 年 5 月分 
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