
 

 

 

 

農 を育み 食 を伝え 健康 をサポートする 

のご案内 

日時：平成 30 年１０月１3 日（土）10：00～15：00 

場所：長門総合病院 駐車場 
主催：JA 長門大津 深川養鶏 長門総合病院 

 

 

これまでに B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は、山口県が実施する「肝

炎ウイルス検診」を受けることができます。 

 肝臓は「沈黙の臓器」です。感染を知らず、放置することにより肝硬変や肝がんのリスクが高まり

ます。今まで受けたことがない方は、採血 1本で検査可能です。この機会にぜひお受けください。 

             当日、来られてからの申し込みで出来ます。 

（食事は済まされていても実施できます。料金は無料です） 
 

※下関市に住民票がある方は下関市の肝炎検診の対象となるため、ＪＡフェアではできません。 

 

 

 

 

 

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 10 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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 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 

抗がん剤の治療中は胃腸の粘膜に損傷を受けるため、下痢が続いたり、便秘と下痢を繰り返すこと

があります。下痢が続くと脱水状態に陥りやすくなり、体力を消耗し、必要なエネルギーが摂取でき

なくなります。栄養と水分の補給に努めましょう。 

 

 

下痢は体内から多くの水分とミネラルを奪います。下痢のときこそ水分補給が必要です。排泄するた

びにコップ 1 杯程度の飲み物を飲むようにしましょう。腸の粘膜が過敏になっているので、冷たい水

分は避けて、室温からひと肌程度の水やお茶、電解質を含んだスポーツドリンクがおすすめです。

（1 日に８～１０杯が目安） 

 

 

症状が落ち着いて、少しでも食欲が出てきたら、温かくて、消化・吸収がよいものを、少量ずつ回数

を多くして食べましょう。おかゆやうどんなどのエネルギー源となる食品や、傷ついた粘膜を修復す

るたんぱく質豊富な食品を摂ります。生の食品は避けましょう。 

◎ 低脂肪・高たんぱく質のおすすめ食品 

卵、豆腐、鶏肉、はんぺん、白身魚（刺し身は×） 

◎ カリウムの豊富な食品 
バナナ、メロン、リンゴ、山芋、ほうれん草、かぼちゃ 

かつお、さわら、まぐろ、牛ヒレ肉、納豆    

× 控えたい食品 
・繊維が多くてかたい食品 ・・・こんにゃく、きのこ、海藻、ごぼう、れんこん、たけのこ 

・高脂肪食品や料理・・・揚げ物、うなぎのかば焼き 

・乳製品・・・牛乳、低脂肪牛乳など 

・腸内で発酵しやすい食品・・・ガム、豆類、キャベツ、さつま芋、栗 

・刺激物・・・香辛料、アルコール、炭酸飲料、カフェイン飲料（コーヒー、緑茶など） 

【水分を補給するポイント】 

① お茶だけでなく、スポーツドリンク、果物ジュース、すまし汁なども飲みましょう。 

② 冷たい飲み物は避け、室温にして飲みましょう。 

③ 水分は 1 回におちょこ 1 杯分くらいずつ、こまめに飲みましょう。 

④ 牛乳、かんきつ系のジュースは下痢や嘔吐を誘発しやすいので控えましょう。 

⑤ フルーツゼリーやゼリータイプの栄養補助食品もおすすめです。 
 

 

 

 

 

 

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） 

ひと肌程度の水分を、こまめに少しずつ飲みましょう  

低脂肪でたんぱく質が豊富な食事を心がけましょう 

mailto:renkei@nagato-hp.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」に感染して起きます。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 

１．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。 

２．手洗いやアルコール製剤による手指衛生が有効です 

 手洗いで付着したウイルスを洗い落とすことや、アルコール製剤による手指の消毒もインフルエンザウイルスに対

して有効です。 

３．感染を広げないために「咳エチケット」を心がけてください 

 インフルエンザは、主に、咳やくしゃみの際に口から発生する小さな水滴（飛沫）によって感染します（飛沫感

染）。普段から「咳エチケット」（①他の人に向けて咳やくしゃみをしない、②咳やくしゃみが出るときはマスクを

する、③手のひらで咳やくしゃみを受け止めたら手を洗う）を心がけてください。 

４．部屋の適度な湿度 

５．十分な休養とバランスのとれた栄養 

６．無用に人混みに入らない 

 

 

 

参考：厚生労働省 HP 

インフルエンザは 

例年１２月から３月にかけて流行します 

ワクチンは重症化の 

予防効果が認められています 



 

看護部 光永 麻美 

 

今年も市内中学校 5 校からの体験希望を受け、医師・看護師・理学療法士・薬剤師・

管理栄養士など各職種に分かれ体験・見学して頂きまし

た。 

 2～3 日間の体験のうち 1 日は集合研修として、実際に

医療従事者になるための道のりを学んでもらい、血圧測

定・疑似体験など実際に行って頂きました。「これで血圧

が測れるんだ」「年を取ると本当にこんなに身体が重くなるんだ」など、素直な感想を

聞くことができました。中でも最も生徒さんが盛り上がったのが、管理栄養士による栄

養補助食品（少しの量でいろいろな栄養分を摂ることができる食品）の試食会。「おい

しくないと思っていたけどおいしかった」「減塩醤油っておいしい」と反応があり昼食

を食べた後でもペロリと完食している学生さんがほとんどでした。 

 ここで体験に来てくれた生徒さんからの感想をご紹介します。 

・医師は自分が思っていた以上に大変で忙しいことがよくわか

りました。次のことをよく考えて周りを見て行動することが大

切と思いました。今からたくさん勉強をして医師になれるよう

がんばりたいです。（医師希望 男子生徒） 

・助産師の仕事を体験して妊婦さんとのコミュニケーションを

とり、安心して出産できるように不安を取り除いてあげること

が大事だと学びました。（助産師希望 女子生徒） 

・いろいろな体験をしてコミュニケーション能力はとても大事ということが分かりまし

た。患者さんやその家族から「ありがとう。頑張ってね」と言われたときはとても嬉し

かったし、頑張ろうという気持ちになりました。私はこの職場体験でさらに看護師にな

りたいという思いが強まりました。（看護師希望 女子生徒） 

 

 



・薬を棚から探したり薬剤師さんのお手伝いをしたり普段できない体験ができました。

初めてこのような体験をして、薬剤師さんの大変さを実感しました。（薬剤師希望 男

子生徒） 

・リハビリの体験をして理学療法士は与える医療でなく支える医療だということを学び

ました。また患者さんとのコミュニケーションも大切だと学びました。（リハビリ希望 

女子学生） 

・栄養士の体験をして料理を作る大変さを知りました。きゅうりが食べられない患者さ

んや硬いものが食べられない患者さんなど、それぞれ合ったものを作ることが大切だと

わかりました。これからも栄養士になるという夢に向かって頑張ります。（栄養士希望 

女子生徒） 

医療従事者になりたいという夢をすでに抱いている生徒さんもいらっしゃいますが、

実際にはどのような職種に就くかなど想像もできていない生徒さんがほとんどだと思い

ます。実際に職場体験をすることで、生徒さんの進路決定に役立てると嬉しいです。体

験に来てくださった生徒の皆さん、ご協力いただきました地域の皆さんありがとうござ

いました。来年も是非、当院へ職場体験に来てくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 14 日（日）休日乳がん検診を行います！ 

検診内容   乳がん検診（視触診検査及びマンモグラフィ検査） 

対象者    40 歳以上の女性（長門市民の方） 

       ※ペースメーカー装着、豊胸手術をしている方は除きます。 

       ※昨年度及び今年度、市の乳がん検診を受診された方は除きます。 

自己負担金  2,000 円 ※40 歳及び乳がん検診クーポン券該当者は無料 

検診日時   10 月 14 日（日）9：00 ～ 11：00（受付は 10：00 まで） 

場所     長門総合病院 

定員     20 名（定員になり次第締め切ります） 

       ※申込受付後、ご本人に受診票などを送付します。 

申込み・お問い合わせ 

       長門市保健センター TEL 23-1133  ※申込期限 10 月 5 日（金） 

 

 



今が旬おすすめ料理 ～りんご～ 

 吹く風はすっかり秋の気配となり、稲刈りの終わった田んぼを多く目にするようになりました。寒暖の差が激

しく風邪などひきやすい季節です。体調管理に十分注意したいものです。今回は 10 月から旬を迎える「りん

ご」を紹介します。 

りんごはバラ科リンゴ属の落葉樹で、原産は中央アジア地方です。りんごはとても歴史の古い果物で、紀元前

6000 年ごろにはすでにトルコの歴史に登場しており、紀元前 1300 年ごろにはエジプトで栽培されていたとい

われています。日本で本格的に栽培されるようになったのは明治時代になってからで、昭和に入ってからは品種

改良が盛んにされ、現在主に店頭に並んでいるふじ、つがる、ジョナゴールドなどは昭和 30～50 年代にできた

ものです。りんごは「１日１個のりんごで医者いらず」ということわざがあるほど、体にいい食べ物だといわれ

ています。りんごにはペクチンやセルロースといった食物繊維が多く含まれ、腸内の善玉菌を増やし腸内環境を

改善するので、便秘にも下痢にも効果が期待されます。またカリウムも比較的多く含んでいるため、血圧を下げ

る効果も期待できます。りんごの酸味であるクエン酸やリンゴ酸は、疲れの原因である乳酸を分解して疲労回復

に効果があるといわれています。現在生産量が最も多いのはふじや同じものに袋をかけないで栽培されるサンふ

じです。ふじは蜜入りりんごとして人気があります。蜜が入っているものは完熟しているという目安になり、ま

た蜜は保存しているうちに消えたり変色するので、蜜入りりんごは旬の時期にしか食べられないということにな

ります。また、次に多く栽培されているつがるやジョナゴールドは果皮がピカピカ光ったりさらにべたべたして

いるもののあります。これは人工的なワックスが塗ってあるのではなく、りんご自体が持つ自然のろう物質で、

おいしくなった目安でもあるので安心して召し上がりください。 

 今回はリンゴを使ったケーキを紹介します。バターを使わずに少量のサラダ油とヨーグルトを使用しているの

でとってもヘルシーです。リンゴとレーズンの甘味もあるので砂糖控えめでもおいしくできます。あったかいう

ちでも、しっかり冷やしてもおいしいです。ぜひお試しください。 

 

りんごのヨーグルトケーキ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料 (パウンドケーキ型１個分) 

・りんご           １個 

・レーズン          50ｇ 

・ヨーグルト        100ｇ 

・小麦粉           80g 

・卵             １個 

・サラダ油       大さじ１杯 

・砂糖            40ｇ 

・ベーキングパウダー  小さじ１杯 

 

 

作り方 

① りんごは芯をとり、皮つきのまま 1cm 角

に切る。ケーキ型には薄くサラダ油を塗

っておく。 
② ボールに卵と砂糖を入れ泡立て器でよく

擦り混ぜる。ヨーグルトとサラダ油も加

えてよく混ぜ合わす。 
③ 小麦粉とベーキングパウダーを合わせて

ふるい、②に加えゴムべらで粉っぽさが

なくなるまでさっくりと混ぜる。 
④ りんごとレーズンを加え軽く混ぜて型に

いれ、180℃のオーブンで45～50分焼く。 



 

 

 

 

全科休診日のご案内 

6日（土）      14日（日） 

7日（日）      20日（土） 

8日（月）体育の日  21日（日） 

二次救急  27日（土） 

13日（土）      28日（日）二次救急 

 

臨時休診・代診のご案内 

【内科】 

11 日（木） 山本医師 休診 

16 日（火） 三谷医師 休診 

【整形外科】 

3 日（水） 谷医師 海外出張のため休診 

5 日（金） 谷医師 海外出張のため休診 

9 日（火） 村松医師 学会のため休診 

11 日（木） 村松医師 学会のため休診 

26 日（金） 宮崎医師 休診 

31 日（水） 今城医師 休診 

【脳神経外科】 

12 日（金）清平医師 休診 

26 日（金）清平医師 学会のため休診 

【泌尿器科】 

5 日（金）藤川医師 学会の為休診 

19 日（金）松山医師 学会の為休診 

【産科】 

10日（水）西本医師 午後の診察休診 

17日（水）西本医師 午後の診察休診 

【婦人科】 

10日（水）西本医師 休診 

【耳鼻咽喉科】 

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 10 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。 
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