
 

 

 

 

在宅医療推進協議会会長  藤井 康宏 

平成 27 年度、県当局より在宅医療を推進する事業の委託を受け、以後３年間、在宅医療に携わ

る人々と共に、当地での在宅医療支援体制を構築する事業を行ってきた。 

 この在宅医療は、通院が困難な人の自宅に医療者が訪問し診療を行うことである。現在、在宅医

療が進められている背景の一つに高齢社会がある。個人差はあるものの加齢と共に心身は衰え、生

活機能も低下し、やがては介護を受けるようになり、病気療養が必要になってくる。さらに死亡者

数も増加し、一昨年は 133 万人、20 年後には 167 万人の方が亡くなられると推定され、嫌な言

葉ではあるが現在は「多死社会」ともいわれている。このため看取りの場を増やしていくことも必

要になった。 

 さらに医療制度の改定がある。医療提供体制が機能分化し、これらが連携して医療にあたること

が勧められている。端的に云えば、治療を病院でなければ行えない人は入院治療を行い、在宅で行

える治療は在宅で行うということで、今迄は看取られるまで入院で治療を行う病院完結型であった

が、これからは在宅医療を含め地域で、病院・在宅が連携して行う地域完結型が勧められている。

これに加え、自宅療養を望まれる方の希望に沿える支援体制を作ることも重要なことである。 

 そこで今回の事業は「安心して在宅で医療を受けられる体制の構築」であった。医療職、介護

職、市の担当者にも加わっていただき事業を進めていたがこれにも限界があり、児童民生委員、自

治会、老人クラブなど地域の方々にも加わっていただき、お互いの立場で意見を出し、それを基に

事業を進めてきた。さらに事業内容の一つに地域住民への在宅医療を理解していただくための啓蒙

活動を行った。この時、住民の方々へアンケートをお願いしたところ、療養や看取りの場として大

半の人が自宅を希望していたが、家族への介護負担や状況を考慮され、病院での療養、看取りを期

待しておられた。これも無理からぬことで、1976 年に在宅死数を病院死数が超えた時から病院死

数は増加しており、その数も減少傾向にあるとはいえ、今でも施設死が 85%、うち病院死が 74%

であり、いまだに病院で看取られることが当然とする社会通念がある。しかし、我が国の訪問診療

も 2006 年には月 20 万人、2014 年には 65 万人と増え、2025 年には 100 万人を超えるとの

予想もあり、着実に在宅医療が進みつつある。 

 これらの状況を共通認識として、今回この事業に参加していただいた

人々は、安心して在宅医療を受けるための支援体制構築に向け、お互いの

連携を強めながら事業を進めてきたが、なお目指すところの道は遠く、住

民の方々の意識も一朝には変わるものではなく、これからもたゆまぬ努力

を要することと思う。今回の事業遂行に医療職、介護職、市の担当者、児

童民生委員、自治会、老人クラブ、救急隊の方々が前向きに熱心にご尽力

いただいた。その努力はいずれ結果をもたらしてくれることを期待してい

る。あらためて、最後に心よりお礼申し上げる。 
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在宅医療推進事業を終えて 

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/


  

当院は平成 27 年度に山口県から在宅医療構築事業を委託され、今年度は最終の総括として活動

を行いました。これまでの 3 年間の活動の最重要課題は、お互いの「顔の見える関係を作る」こと

でした。本年度はさらに「お互いの職務や立場を理解しこれを尊重した上で、顔の見える関係」を

目標としました。3 年間の取り組みで、顔が見える関係から少しずつではありますがお互いの立場

を尊重した対話ができる関係にステップアップしていると感じています。 

 1 月 26 日に開催された「在宅医療多職種交流会」は 126 人の参加があり、医療・福祉・行政・

地域住民の方々と意見交換を通じて交流を深めることができました。その内容をご紹介します。 

 

シンポジウム 

『安心と暮らしを支える在宅医療－それぞれの立場からー』 

       座長：在宅医療推進協議会副会長 天野秀雄先生 

１．在宅医の立場から 

   桑原医院：桑原宏太朗先生 

２．介護支援専門員(ケアマネ)の立場から 

   恵光苑指定居宅介護支援事業所：永岡幸子氏 

３．訪問看護師の立場から 

   訪問看護ステーションこころの樹：森田妙子氏 

  

 

シンポジウムの後、各団体の代表者から追加発言がありました。利用者の急変時対応の困難さや

連携について課題があげられていました。在宅医からは頻回の往診や専門的な医療・処置を在宅で

行う困難さ、ケアマネからは急なショートステイや医療処置ができる施設の利用の調整、訪問看護

師からは在宅でのターミナルケア時の急な状態変化時の対応など実際の事例をもとに情報提供があ

りました。地域から参加された方からは、住民はこのような取り組みが長門市で行われていること

を知らない人もいるので、より一層の周知活動が必要とお話がありました。 

 実際に医療・介護を受ける地域の皆さんの希望が第一です。それを叶えるために、まだまだ十分

とは言えませんが医療・福祉・行政を含む関連団体が連携の強化を目指し、このような活動を行っ

ています。今後とも、在宅医療推進の輪が広がっていくことを期待したいと思います。 

 



 

 

 

在宅医療推進協議会では、地域住民・福祉職・医療職が在宅医療に関してどのような意識を持っ

ているかアンケート調査を行いました。その結果を報告します。 

期 間：平成 29 年 11 月～12 月   

アンケート配布数：816 枚     回収数：76２枚（回収率：93.3%） 

対 象：地域住民 225 人(、福祉職員 267 人、医療職員 270 人 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている
49%

知らない
51%

1.『救急カプセルクジラくん』を知っていますか

 

知っている
11%

知らない
89%

2.『人生ノート』を知っていますか

 

①詳しく話し合ってる

3%

②一応話をし

たことがある
45%

③全く話した

ことがない
52%

3．終末期に受けたい医療の家族と話し合い

 

①必要と思う

75%

②必要と思わない

3%

③わからない

22%

４．判断ができない場合に備え書面が必要か

 

①家族等のうち、自分を

よく分かっている一人に

決めてもらいたい

31%

②家族等で話

し合って決め

てもらいたい

57%

③担当医師または医療チーム

に決めてもらいたい
7%

④他の人に決めてもらいたくない

5%

5．自分以外で誰に治療を決めてもらうか

 

①医療機関

16%
②介護施設

5%

③自宅

79%

6．どこで過ごしながら医療を受けたいか

『救急カプセルクジラくん』は 3 年間の事業を通じて認知度が上昇しました。『人生ノート』

は今後の啓蒙活動に期待したいと思います。 

終末期や自分で判断ができなくなった場合に備えて、ご家族との話し合いをしたことがある

人は 48%でした。書面で備えておくことを 75%の人が必要と回答していますが、人生ノー

トの使用には至っていないようです。 

今回のアンケート結果からは、日頃から自分の生き方を考え、家族と意向を共有することの

必要性を感じていることがわかりました。ご協力ありがとうございました。 

～「医療に関する意識調査」アンケート結果の報告～ 



来院される皆様へ 

  医療は、病気や怪我を治す、不安を取り除くという同じ目的のもと、患者さんやご家族と医療

者が一体となり信頼関係で築いていくものです。 

  病院が患者さんに安心安全な医療環境を提供し、病院スタッフも安心して働くことが出来る環

境を整えることは、両方にとって望ましいことであり、質の高い最善の医療を行う上で非常に重

要な要素となります。 

  しかし近年、過度な要求や暴言を繰り返されるごく一部の患者さんにより、病院スタッフが悩

んだり、疲弊するケースが発生しております。 

  今後、個人の尊厳を傷つけるような発言や目に余るハラスメント行為が報告されました時に

は、病院として厳正に対処させていただきます。 

  患者さんやご家族におかれましては、お互いが気持ちの良い信頼関係が築けますようにご協力

をお願いいたします。 

病院長  

 

 

 

 

 

4 月からの入園・入学に備えて、必要な予防接種をすませ、病気

を未然に防ぐために、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省主

催で例年この時期に設けられています。 

この週間に合わせて当院では、通常の診療時間に予防接種を受け

にくい子どもさんのために、下記の休日に予防接種を受け付けま

す。予約制になりますので希望される保護者の方は事前に予約をと

るようにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 １ ７ 日(木)～ 日(水) 

◎実施日：平成 30 年 3 月 3 日(土) 

◎受付：１３：３０～１４：３０ 

◎摂取時間：１４：００～ 

◎場所：小児科外来 

＊小児科外来へ直接お電話で申し込みください。 

電話：0837-22-2220 

（平日 14：00～16：00） 



皮膚科 診療日変更のお知らせ 
平成３０年４月から皮膚科は週４日の診療になりますので、お知らせします。 

月 火 水 木 金 

安野 秀一郎 

（受付時間） 

8:30－11:00 

村田 真美 

（受付時間） 

8:30－11:00 

休診 

下村 尚子 

（受付時間） 

8:30－11:00 

浅野 伸幸 

（受付時間） 

8:30－11:00 

 

 

 

第６４回 長門市民駅伝大会に参加しました！！ 

リハビリテーション科 理学療法士  藤野 優紀 

1 月 28 日第 64 回長門市民駅伝大会

が開催され，長門総合病院からは男子 2

チーム，女子 2 チームが出場しまし

た． 

私は普段からあまり運動習慣がなく高

校以来ほぼ数㎞走り続けるということが

なかったため大会に参加しないかと声を

かけられた時には不安もありました。思

い出作りに 1 度だけという約束で大会

に参加することを決めました．大会前に

数回練習を行いギリギリ走り続けられる

という状態で大会当日を迎えました． 

大会が始まりタスキが 6

区最終区間を走る私の元に届

けられました．雨が降る中景

色を見る余裕などなく，ただ

走り続け何とかゴールまでた

どりつき，そこには長門総合

病院のみんなが待ってくれて

いました． 

結果，私が走ったＢチームは一般 3 部 31 チーム中 23 位，Ａチームは一般 2 部 9 チーム中 5

位，女子チームも 5 位と 8 位で大健闘の大会となりました．私は沿道から応援やチームの人達の支

えもあり何とかチームに貢献することが出来ました． 

今回，長門市民駅伝に参加し多くの市民の方々の協力の元に開催されていることを実感しまし

た． 

 



今が旬 おすすめ料理 ～いよかん～ 
 

栄養科長 榊田真由美 

例年に比べて雪が降る日の多い寒い冬ももうじき終わりを告げるのでしょう。とはいうものの、イ

ンフルエンザはまだ流行しているようです、ご用心ください。２月～３月にかけて様々な柑橘類が

店頭に並びます。そんな中から今回は「いよかん」を紹介します。 

 いよかんはミカン科の柑橘類、明治時代に萩市で発見された品種で、ミカン類とオレンジ類との

雑種であろうと考えられています。その後伊予の国（愛媛県）で栽培が盛んになり、伊予柑と名付

けられて今は９割以上が愛媛県産となっています。 

果皮は濃い橙色で厚みがありますが手で容易に剥くことができます。香りがよく果汁たっぷり、

甘味と酸味のバランスもよいので新品種がどんどん登場する柑橘類の中でも依然人気を保っていま

す。栄養的な特徴は何と言ってもビタミンＣを豊富に含んでいるところです。ビタミンＣは抗酸化

作用があるので動脈硬化を防いだり、また皮膚や粘膜を健全に保つことで感染症の予防に役立つと

考えられます。また水溶性の食物繊維であるペクチンも多く含み、整腸作用やコレステロール低下

作用が期待されます。柑橘類に含まれる酸味成分のクエン酸は疲労回復に必要な成分です。また柑

橘類の皮の香り成分であるリモネンは、血管を強く保つのに役立つとされており、爽やかな香りは

ストレスの解消や心身のリラクゼーションにつながると注目されています。 

今回はいよかんを使ったゼリーを紹介します。ちょっと手間をかけて皮に流し入れて作りました

が、ゼリーカップやガラス容器に直接入れて固めてもいいです。１個 250ｇ程度のいよかんを使用

すると想定しての分量ですが、加える水分や砂糖は絞った果汁の甘さや量で調節してください。爽

やかな甘さと香りのゼリー、ぜひお試しください。 

 

 

《いよかんゼリー》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[材料] ４個分 
・いよかん    ２個 

・砂糖      20ｇ 

・  水       200 ㏄ 

・粉寒天     ４ｇ 

 

 

 

[作り方] 

① いよかん１個は縦に半分に切り中身をくりぬ

く。その半量分の果肉を房から取り出し少しほ

ぐしておく。 

② いよかんのもう１個は横半分に切り果汁を絞

る。①の残りの果汁も絞って合わせておく。 

③ 鍋に水と粉寒天を入れて弱火にかけ寒天を煮

溶かす。砂糖を加えて軽く煮立たせた後果汁を

入れ、すぐ火を止める。 

④ ①の皮にほぐした果肉と③を流し入れ冷やし

固める。 

半分に切って盛り付ける。 

 



 

 

 

 

 

全科休診日のご案内 
３日（土）      １８日（日）２次救急 

４日（日）      ２１日（水） 

１０日（土）     ２４日（土） 

１１日（日）     ２５日（日） 

１７日（土）     ３１日（土） 

 

臨時休診・代診のご案内 

【整形外科】 

１日（木）宮崎医師 休診 

２日（金）宮崎医師 休診 

５日（月）宮崎医師 休診 

７日（水）宮崎医師 休診 

８日（木）宮崎医師 休診 

９日（金）宮崎医師 休診 

２０日 

【小児科】 

１日（木）奥田医師 休診 

【産婦人科】 

２日（金）服部医師 休診 

【泌尿器科】 

１３日（火）平儀野医師 休診 

１４日（水）平儀野医師 休診 

１６日（金） 松山 医師 休診 

２３日（金） 松山 医師 休診 

【外科】 

２９日（木）原田医師 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/


 

 

 

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 
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 大学医師 

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３０年３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。 


