
 

 

 

 

 

 

 

車いすを寄贈していただきました。 

萩山口信用金庫 長門支店 様より車いすを

2 台寄贈いただきました。 

萩山口信用金庫では、来年 1 月に創業

100 周年を迎えるにあたり、県内 15 の医

療施設に車いす 27 台を寄贈されるとのこと

で、この度、当院にも寄贈を賜りました。こ

れからも地域への恩返しと活性化に貢献して

いきたいとのことです。 

寄贈されました車いすは、外来ホールや各

病棟に配置し、当院を利用される皆様に

有効かつ大切に利用していただきます。

ありがとうございました。 

 

 

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 8 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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差額ベッド料金変更のご案内 

 当院では患者さんの療養環境が少しでも良くなるよう、

6 月より 24 時間空調設備を整えました。6 月 25 日から

は全病棟の 24 時間冷房を開始しました。この療養環境の

改善に対し、この度患者さんにもご負担をお願いすることになりました。つきまして

は、差額ベッド代を頂いておりますお部屋につきまして 7 月 1 日から一律 15％の値上

げをさせて頂くこととしましたので、ご理解ご協力をお願い致します。 

金額表 

6 月まで（税抜） 7 月以降（税抜） 1 日あたりの増額 

1,000 円/日 1,150 円/日 150 円 

1,500 円/日 1,725 円/日 225 円 

2,000 円/日 2,300 円/日 300 円 

2,500 円/日 2,875 円/日 375 円 

3,000 円/日 3,450 円/日 450 円 

5,000 円/日 5,750 円/日 750 円 

6,000 円/日 6,900 円/日 900 円 

7,000 円/日 8,050 円/日 1,050 円 

 

 

 

 

 



                                                                    
             

 

 

療法士 杖田美穂 

がんの手術後の患者様・ご家族の方から『手術して次の日から動いていいの？傷は開かない

の？』というご意見をよく頂く事があります。今回は何故手術後翌日から離床していくかについて

お話できたらと思います。  

呼吸  

仰向けで寝た状態でいると重力の影響で横隔膜（呼吸に関わる筋肉）の上に内臓がのるため横

隔膜の動きが鈍くなり、また手術後は麻酔の影響で呼吸が浅くなりやすいです。 

 

肺での空気交換が悪くなり、血液中の酸素飽和度が低下。また重力の影響で背中側に

痰がたまりやすくなり肺炎の原因となることもあります。 

循環  

起きている状態から横になると上半身への血液量が増加し、身体にある反射の 

影響で『身体の体液量が増えすぎている』と勘違いしてしまい、交感神経（血圧を上げる方に 

働く）が抑制されます。 

 

起きる際に血圧が下がりやすい状態（起立性低血圧）になります。 

 

筋力  

寝ている状態が続くと普段無意識に使っている姿勢を保持する筋肉（脊起立筋、腹筋、四頭筋、 

大殿筋など）が収縮しなくなり、姿勢保持に働く筋力が顕著に落ち、筋力低下が起こります。 

消化器  

寝ている状態が続くと交感神経優位になる（※循環器への影響参照）腸や消化器の動きが鈍くなり 

イレウスなどの原因となることもあります 

ストレス 

    寝ている状態が続きストレスがたまると副交感神経の働きが抑制されます。 

腸などの動きを鈍くするのとともに自律神経系が不安定となるため胃酸過多・胃潰瘍などの 

原因になることも… 

その他がんに関するご相談がございましたら当院 1 階、地域医療福祉連携室までご相談下さい。 

 

 

 



 

 

 

夏に流行する感染症 
感染管理認定看護師 松田純一 

 

子どもが夏に感染しやすい、手足口病・ヘルパンギーナ・咽頭結膜熱（プール熱）など

のウイルス性感染症は、いわゆる夏風邪と呼ばれているものです。しばしば集団感染を

起こし、予防接種や特効薬もないため対処療法が基本になります。感染経路や症状など

をまとめましたので、感染対策の参考にして下さい。いずれの場合も予防の基本は、手洗

いです。手洗いで自分自身はもちろんですが、家族や皆さんを感染から身を守りましょ

う。 

 

 
手足口病 ヘルパンギーナ 

咽頭結膜熱 

（プール熱） 

症状 

手のひら、足の裏、口の中な

どに水疱が出現します。時に

肘、膝、臀部などに出現する

こともあります。水疱は 3 日

から10日で自然消退し痂皮

を形成しません。主に 1～3

歳で発症します。 

突然 38～40℃の発熱が出

現し、2～4 日間続きます。

のどの奥が赤く腫れ、1～

5mm の小水疱・小潰瘍（小

水疱は破れてやがて小潰瘍

となる。）がみられます。好発

年齢は主に乳幼児です。 

発熱、咽頭炎、結膜炎で、3

～5 日程度続きます。 眼症

状は一般的に片方から始ま

りその後他方にも出現しま

す。 

感染経路 

飛沫感染 

接触感染 

糞口感染 

飛沫感染 

接触感染 

糞口感染 

主にプールを介した汚染水

の結膜への直接侵入 

潜伏期間 3～5 日 2～4 日 5～7 日 

感染期間 

症状消失後も 2～4 週間にわたり便中へウイルスの排泄が

続きますので、長期間糞口感染の予防に努めることが大切で

す 

潜伏期後半から、症状が消失

するまで感染力があります 

予防 

手洗い 

うがい 

濃厚接触を避ける 

 

手洗い 

うがい 

濃厚接触を避ける 

水泳前後のシャワーなどを

励行し、タオル等を共用しな

い 
                                             参考：山口県感染症情報センター 

 
 

 

 

 

 



  

 

盗難にご注意下さい 

 

医療安全管理室 看護師長 平瀬藤江 

 

 残念なことですが、入院中の患者さんから「お見舞

い金が無くなった。」「引出しに入れてあったお金が無くなった。」など、お金

が無くなったという報告が、年間数件あります。ひょっとすると申し出をされ

ていない方もあるかもしれませんので、本当はもっと多いかもしれません。意

外かもしれませんが、病院を狙った「見舞い金泥棒」なる者がおり、警察から

手配書が回ってくることもあります。全てがプロ（見舞い金泥棒）の仕業とは

言えませんが、家族や見舞い客、受診者を装われると判別することは困難で

す。 

「入院費を払わないといけないのでお金をおろしてきた」と現金を持参され

る方がいらっしゃいます。危険ですので、入院される時は、ご家族に預けるな

ど「大金」を持参されないようにお願いします。また、部屋に入って見える場

所に財布や現金、見舞い金や高価なものなど

を置いておくのは、大変危険です。枕の下に

見舞い金を置くのもやめましょう。ベッドか

ら離れる時は鍵のかかる場所に入れるか、身

につけていきましょう。 

見舞い金泥棒や盗難に合わないよう、貴重

品の管理には、十分に注意をお願いします。 

 

 

 



 

 

 

 

全科休診日のご案内 

4日（土）      18日（土） 

5日（日）      19日（日） 

11日（土）二次救急  25日（土） 

12日（日）      26日（日）二次救急 

15日（水）創立記念日       

臨時休診・代診のご案内 

【内科】 

13 日（月） 香月医師 休診 

14 日（火） 山本医師 休診 

29 日（水） 藤村医師 休診 

 

【整形外科】 

1 日（水）今城医師 休診 

20 日（月） 谷医師 休診 

21 日（火） 谷医師 休診 

22 日（水） 谷医師 休診 

24 日（金） 谷医師 休診 

 

【脳神経外科】 

27 日（月）貞廣医師 学会の為休診 

 

【泌尿器科】 

3日（金）松山医師 学会の為休診 

17日（金）松山医師 学会の為休診 

 

【産科】 

29 日（水）西本医師 午後の診察休診 

 

【眼科】 

1 日（水）新井恵子医師 休診 

 

【耳鼻咽喉科】 

22 日（水）廣瀬医師 休診→代診 菅原医師 

 

※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  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  瀬川 誠 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 

  村松 慶一 村松 慶一 今城 靖明 村松 慶一  

  宮崎 規行  宮崎 規行 宮崎 規行 
（新患のみ） 

宮崎 規行 
診察：9:30～ 

  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 
予約制 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 

小林 由貴 
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 
（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 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 8 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

