
 

 

 

 

一年を振り返って 

 ２０１７年も間もなく終わろうとしていますが、今年はみなさんにとっていかがでしたか。8 月には

ロンドンで世界陸上が開催されました。だれもがジャマイカのボルト選手が最後の雄姿を金メダルで飾

るのかと思いましたが、残念な結果になりました。ただ、世界中に感動を与えてくれ感謝とお疲れ様の

言葉を送りたいと思います。 

 ８月１７日から１９日に「やまぐち地域医療セミナー2017 

in 長門」が長門市で開催されました。地域（長門）における医

師及び看護師不足が深刻化する中、地域医療マインドを持った

医療人の養成をすすめるため大学教育早期から、実際の現場で

地域医療を経験する機会を持ってもらい地域医療マインドを高

める目的で行われました。学生さんたちは、圏内の診療所及び

病院、保健施設、介護施設などで地域医療を体験することがで

きたようです。長門総合病院では、２日間で１１名の医学生と

６名の看護学生を受け入れました。8 月１８日は意見交換会が油谷のホテルで開催され、開始時間に会

場からみえた海に沈む油谷湾の夕日に皆さん感動していました。参加者は自治医科大学、山口大学、高

知大学の医学生２４名と看護学生１４名で、今までの地域セミナーで最も多かったそうです。意見交換

会では、将来、長門で小児科医として働きたい学生を含め多くの医学生や看護学生さんと本音で話がで

き、彼らの高い地域医療に対する心意気を感じることができました 

 また、５月からフィリピンから女性医師の整形外科での研修も受け入れました。短い期間でしたが、

母国では学べない多くの知識と技術を修得して帰られました。今後も、県内の研修医も含め当病院も若

手の医師の受け入れを進めていきたいと思っています。 

当病院は、少子高齢化が進む長門医療圏で、周産期医療や小児入院医療を担う一方、地域包括ケア病

床・居宅介護支援事業・訪問看護・訪問リハビリなどで在宅医療や介護施設との連携にも積極的にとり

くんでいきます。 

副院長  青木 宜治 
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外来診療担当医表     平成 29 年１２月分 

基本理念 

「信頼される病院」をめざして 
医療事業活動・健康管理活動・介護福祉事業活動を通じて地域の方々に愛され、信頼される病院を

目指します。 

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


2017 年 11 月 9 日（木曜日） 平成 29 年度院内自衛消防組織訓練を行いました。 

当院は地域の災害拠点病院として山口県より指定を受けています。災害拠点病院とは災害時における地
域の初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関です。今回の訓練では自施設が被害を受けた時
も迅速に対応できるように、5 階病棟から出火したという想定で長門市消防本部の指導・協力のもと行
いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練後は長門市消防本部から「訓練は終わった後の振り返りや検証が最も大切」と講評をいただきまし

た。 

当院はスプリンクラー設備を有しており、火災のほとんどが初期消火できると言われています。ですが
万が一火災が起こった時も迅速に患者様の安全・安心を確保できるようにこうした訓練を重ねることで
職員の意識を高めていこうと思います。 

全館非常放送や消防署への通報訓練の様子 初期消火訓練及び消防隊による消火活動 

出火病棟では、焦らずに落ち着いて

緊急時の手順を確認しています。 

災害対策本部では、集められた被害情報をもとに、

手術や外来の継続、また消防と連携して逃げ遅れや

避難した患者様の対応を協議します。 

一時避難場所へ避難した時の様子。火災では炎から逃げ

ることも大切ですが煙から逃げることも大切です。 
訓練が終わって、出来なかったことを反

省し次の訓練の課題とします 



在宅医療について 

「住み慣れた自分の家で療養したい」 「できれば最期までの日々は、

わが家で自分らしく過ごしたい」 「今帰れる状態であれば退院して、家

族との時間を大切にしたい」在宅医療は、そのような患者さんの想い、ご

家族の想いから始まります。 

 しかし、自宅での療養生活は、どのような準備が必要なのか、急に容態

が変化したときにはどうすればよいのか、不安も大きいと思います。今回

は在宅医療で利用できるサービスの一部をご紹介します。 

〈訪問サービス〉 

訪 問 診 療 

 医師が通院困難な患者さんの家を訪問し、診療を行います。 

訪 問 看 護 

訪問看護師（ナース）がご自宅に伺い、医療行為（点滴や吸引など）の実施や専門的知識

の基、健康状態の確認、本人・家族の相談支援、主治医への連絡調整などを行います。 

訪 問 介 護 

訪問介護士（ホームヘルパー）がご自宅に伺い、生活援助（掃除・洗

濯・調理・入浴の見守り、買い物など）、身体介護（入浴介助、清拭、

オムツ交換、食事介助など直接身体に触れて行う介護）を行います。 

訪 問 入 浴 

  組み立て式のお風呂を居室で組み立て、自宅のお風呂や入浴車からお湯を引いて居室内で入浴が出

来るサービスです。 

訪問リハビリ 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が住み慣れた自宅での生活が継続できるよう、身体

機能や日常生活動作、生活関連動作や摂食嚥下機能の維持、向上を図ります。 

訪問薬剤師 

自宅に薬剤師が訪問し、医師の処方せんをもとに、お薬のセットや薬剤管理を行います。 
〈環境整備〉 

 介護保険やその他の制度で住環境の整備や福祉用具のレンタル、購入が可能です。 

 

 

 

※今回は一部のサービスをご紹介いたしました。在宅医療については以下の相談窓口までご相談くださ

い。主治医、各専門職と連携を図り対応させていただきます。 

 

場所 地域医療福祉連携室（１階：総合受付・会計の向かい側） 

相談時間 月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:00 

相談方法 窓口にお越しください。電話：0837-22-2518 Email：renkei@nagato-hp.jp 

担当者 看護師（宮本・松野・上田）社会福祉士（田村） 

 

地域医療福祉連携室 看護師 宮本晴美 

mailto:renkei@nagato-hp.jp


薬剤耐性（AMR）をご存知ですか？ 

感染管理認定看護師 松田純一 

風邪を引いたからと抗菌薬をもらいに病院に行っていませんか？そもそも風邪などウイ

ルスによる感染症に抗菌薬は効きません。抗菌薬は主に細菌に対して効果があるものであ

り、不適切な使い方により、その抗菌薬が将来効かなくなることがあります。 

いま、世界中で抗菌薬の効かない耐性菌が増加しており、2013 年薬剤耐性（AMR）

に起因する死亡者数は低く見積もって 70 万人とされていますが、何も対策を講じない場

合、2050 年には世界で 1000 万人（3 秒に 1 人）の死亡が想定され、がんによる死亡

者数を超えるとした報告があります。この様なことを踏まえ、政府は「あなたのリスク 

ほどよいクスリ」をキャッチフレーズに、薬剤耐性の拡大防止に取り組んでいます。今

後、「適切な薬剤」を「必要な場合に限り」、「適切な量と期間」使用することを徹底

するための国民運動を展開されます。 

 

抗菌薬が効かない 

「薬剤耐性（AMR）」が拡大中 

一人一人ができることは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省・AMR http://amr.ncgm.go.jp/ 

 

私たちにできる対策は 

○感染を防ぐために、日頃からの手洗い・咳エチケットをする 

○医療機関などで、 

☑症状を医師に詳しく伝える（医師の正しい判断を助けます） 

☑分からないことは医師や薬剤師、看護師に聞く 

（不安を解消しましょう） 

☑量と期間を守って最後まで抗生物質・抗菌薬を服用する 

（耐性菌を防ぎましょう） 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html#column3_for_anchor
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html#column3_for_anchor
http://amr.ncgm.go.jp/


～糖尿病公開講座を開催しました～      糖尿病療養指導委員会 

 さる 11 月 11 日（土）三隅保健センターの調理実習室をお借りし「ちょっと早いけどヘルシークリ

スマスパーティー♬」と題して、糖尿病患者さんとそのご家族を対象にした公開講座を開催しました。

参加者は 19 名で、今年は男性の参加者が７名と過去最高となりました。普段お料理をしない方も奥様

やスタッフの助言により、とても熱心に上手にお料理を作られました。クリスマスと言えば炭水化物や

脂質の多いメニューになりがちですが、野菜たっぷりで低エネルギー、しかも素材のおいしさが引き出

されて薄味でも満足のいくパーティーメニューが出来上がりました。食後には小麦粉のかわりにおから

を使ったショコラケーキとコーヒーやお茶をいただきながらのデザートタイムもあり、患者さん同士や

スタッフとの会話も弾みました。終了後のアンケートでは「料理が楽しくなりました」「勉強になりま

した」「参考にして頑張っていきます」など嬉しいお言葉をいただきました。今回の講座に参加して、

糖尿病の療養に関して何らかの収穫を得てもらえたのならば、私達スタッフも大変喜ばしく思います。 

糖尿病療養指導委員会では来年度も楽しい講座を予定しています。多数の方の参加をお待ちしていま

す。 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

受付を済ませた後、まずは血糖と

血圧を測定しました。顔なじみの

看護師に結果を教えてもらって一

安心です。 
 

参加者の主治医、香月Ｄｒは料理

が得意です。参加者とうまく役割

分担して、順調に料理ができてい

きます。 

普段から料理をしておられる主婦

の方からは、スタッフも参考にな

る料理のコツをお聞きすることも

あります。 

みんなで協力して盛り付けまし

た。班によって盛り付けに工夫が

あります。主食は自分に合った量

を計量して盛ります。 
本日のメニューはシーフードピラ

フ、ロールキャベツ、かぶのジュレ

ポン酢サラダ、おからのショコラケ

ーキです。 

バランスの良い食事について講義

を聴きながらデザートタイムで

す。おなかも満足、楽しいひと時

を過ごしました。 

受付を済ませた後、まずは血糖と

血圧を測定しました。顔なじみの

看護師に結果を教えてもらって一

安心です。 
 

みんなで協力して盛り付けまし

た。班によって盛り付けに工夫が

あります。主食は自分に合った量

を計量して盛ります。 



 

ボランティアの活動のご紹介（長門北部郵便局局長夫人会） 

 私たちは長門北部郵便局局長夫人会です。 

私たちの夫は地域の郵便局長として働いておりま

す。夫人会メンバーはそれぞれ自分の仕事を持って

いますが、地域の皆様のお役に立ちたいという想い

から、ボランティア活動を行うことになりました。 

 ９月・１０月と長門総合病院で玄関や夜間入り口

などの清掃をおこないました。郵便ポスト同様の赤

いエプロンを着用して活動しています。これからも

地域の皆様に親しんでいただけるように微力ながら

活動していきたいと思っています。 

 

 

 

耳鼻咽喉科水曜日の受付時間変更について 

 耳鼻咽喉科の水曜日の受付時間が平成３０年１月より下記の

通り変更となります。お間違えの無いようお願いします。 

 変更前 変更後 

水曜日 

第１・４・５ 

 受付 14:00～14:30 

 診察 14:30～ 

第２・３ 

 受付 12:30～13:00 

 診察 13:00～ 

毎週 

 受付 12:30～13:00 

 診察 13:00～ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

全科休診日のご案内 
２日（土）      １７日（日） 

３日（日）二次救急  ２３日（土）天皇誕生日 

９日（土）      ２４日（日） 

１０日（日）      ３０日（土） 

１６日（土）      ３１日（日） 

※12/30（土）～1/3（水）年末年始休 

 

臨時休診・代診のご案内 

【泌尿器科】 

１日（金）松山医師 休診 

７日（木）德永医師 休診 

【産婦人科】 

６日（水）西本医師 午後の診察 休診 

７日（木）品川医師 休診 

【整形外科】 

２１日（木）村松医師 休診 

２８日（木）村松医師 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。 

面会時間について  

当院の面会時間は以下の時間となっております。 

平日：１４時～２０時 

土曜日・日曜日・祝日：１１時～２０時 
原則、面会時間をお守りいた

だきますようお願いいたしま

す。個人情報の保護や患者さ

んの病状により面会が出来な

い場合がございますので、ご

了承ください。 

 

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/
http://1.bp.blogspot.com/-8PFUVpeNfMI/U8Xky953b9I/AAAAAAAAi4Y/IebnDQBC5ck/s800/tsuki_title12.png


 

 

診 療 科 月 火 水 木 金 

内 科 

①  胡麻田 学 森田 高生 胡麻田 学 森田 高生 
（10:００～） 

森田 高生 

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 永冨 裕二 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 白築 祥吾 矢野 愛恵 仁志 麻衣子 山口 裕樹 白築 祥吾 

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  濱野 弘樹 濱野 弘樹 濱野 弘樹 奥田 裕美 
（10:00～15:00） 

濱野 弘樹 

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

②  原田 剛佑 佐野 史歩 井口 智浩 原田 剛佑 佐野 史歩 

整 形 外 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 
（9:30～） 

③  谷 泰宏 谷 泰宏 谷 泰宏  
谷 泰宏 
（9:30～） 

脳神経外科 貞廣 浩和 
予約制 10:30～ 

   池山 幸英 

皮 膚 科 安野 秀一郎    浅野 伸幸 

泌 尿 器 科 中山 祐起 
平儀野 剛 平儀野 剛 

德永 貴範 
松山 豪泰 

德永 貴範 
（初診のみ） 

德永 貴範 
（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 品川 征大 服部 守志 

眼 科 
① 新井 栄華 新井 栄華 

（紹介のみ） 

新井 惠子 
（受付 10:00 まで） 

（紹介のみ） 
波多野 誠 新井 栄華 

② 新井 惠子    新井 惠子 

耳鼻咽喉科 

午

前 
 

 

 

 

池田 卓生 

（第２,４） 

※完全予約制 

午

後 

樽本 俊介 
受付:14:00～14:30 

診察 14:30～ 

廣瀬 敬信 
第１・４・５ 

受付:14:00～14:30 

診察:14:30～ 

第 2・3 

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   花澤 豪樹 
（11:00～） 

  

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 白築 祥吾 山口 裕樹 三谷 伸之 山岡 祐子 

矢野 愛恵  矢野 愛恵   

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 髙橋 規文 髙橋 規文 超音波検査士 山本 普隆 

腹部超音波検査 超音波検査士 超音波検査士 白築 祥吾 佐伯 一成 
山口 裕樹 

（矢野 愛恵） 

外来診療担当医表     平成 29 年１２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（水曜は 10 時 00 分）までとさせて頂きます。 


