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基本理念

基本方針

「心のかよう質の高い医療」を提供します
「患者の幸せ」のため、質の高い医療の提供を目指します
よりよき医療環境を求めて、地域と共に保健・医療・福祉の充実を目指します
職員の協働活動のため、よりよき環境づくりを目指します

患者さんの権利と責務

最新の外来診療表がホームページで確認できます  http://www.simo.saiseikai.or.jp/

１．個人の尊厳を尊重され、医療者との相互の協力関係のもとに良質
な医療を受けることができます。

２．病気・検査・治療などについて、十分な説明と情報をうけること
ができます。
また、よく理解できなかったことについては十分理解できるまで
質問することができます。

３．十分な説明と情報提供を受けた上で、医療者が提供する検査や治
療方法などを自らの意思で選択することができます。

４．当院での診療の過程で、医療者が得た個人情報やプライバシーに
ついては厳正に保護されます。

５．所定の手続きをおとりになることにより、ご自分の診療録の開示
をお求めになることができます。

６．良質な医療実践のため、自分自身の健康に関する情報を正確に提
供する責務があります。

７．すべての患者さんが適切な医療を受けられるように、他の患者さ
んの入院生活や病院職員の医療提供に支障を与えないように配慮
する責務があります。

８．安全で優しい療養環境を維持するために、医療に関する法律や病
院で決めた約束事などをお守り頂く責務があります。

９．医療費を支払う責務があります。

関門夕陽
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山口県済生会下関総合病院
社会福祉法人　済生会支部恩賜

財団がん治療センターからのお知らせ特集

糖 尿 病 教 室

実　　　施　　　日 時　　　間 参  加  費 お問い合わせ

なんでも相談窓口

場　　　所

マザークラス

外 来 患 者 数 入 院 患 者 数 新入院患者数 平均在院日数 救急車受入件数 手　術　件　数

 平成２7年 5月
 平成２7年 6月
  平成２７年 7月 
  

　教室・相談のお知らせ（平成27年 10月～12月）

　診療実績報告（平成27年 5月～7月）

　地域医療支援研修会（平成27年 10月～12月）

上記の日程は、諸事情により変更もしくは中止となる場合があります。ご了承ください。
※腎臓病教室は、入院患者のみを対象に実施することになりました。

地域医療支援病院の教育活動の一環として、毎月1回（第4木曜の18時～）研修会を開催します。是非ご参加下さい。
※事前の申し込みは不要（駐車場は当院外来駐車場をご利用下さい）

おことわり

10月

10月
11月
12月

11月

12月

開　催　日

開　催　日

テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

　健康講座の予定（平成27年 10月～12月） 〈時間〉10：00～10：30 ／〈場所〉会議室（2階）

〈時間〉１８：００～１９：０0 ／〈場所〉管理棟 講堂（3階）

13：30～15：00 無　料 栄養管理科会議室（２階）

13：00～16：00
500円
テキスト代
（初回のみ）

4階東病棟会議室（2階）

8：30～17:00 無　料 在宅ケア科在宅ケア科

16,652 人
18,413人
19,257人

11,689人
11,298人
12,197人

794人
938人
968人

13.21日
11.46日
11.72日

277件
267件
266件

761件
869件
856件

22日（木）
26日（木）
24日（木）

慢性心不全看護認定看護師
糖尿病看護認定看護師
救急看護認定看護師

山　口　健　二
安　田　直　子
本　田　絵　美

7日（水）

14日（水）

21日（水）

28日（水）

9日（水）

患者さんのやる気を引き出す療養指導のポイント
心不全患者の療養支援

フィジカルアセスメント

血圧について知ろう！

あなたは大丈夫？メタボリックシンドローム

災害に備えよう

抗がん剤の副作用について

インフルエンザについて

がん治療に用いられる放射線の副作用について

集中ケア認定看護師 福　永　沙　織

感染管理認定看護師

集中ケア認定看護師

伊瀬知　美　加

放射線看護認定看護師 倉　富　　　彰

宮　本　青　佳
救急看護認定看護師 坂　本　直　美

がん化学療法看護認定看護師 清　水　倫　子

みんなの知りたい血圧の話 脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師 安　村　美　穂

皮膚・排泄ケア認定看護師 池　田　千　尋

緩和ケア認定看護師 山　本　千　春

手術看護認定看護師 丸　岡　聖　路

2日（水）

10月／２（金）、9（金）、１６（金）、２３（金） 

11月／６（金）、１３（金）、２０（金）、２７（金）

12月／４（金）、１１（金）、１８（金）、２５（金） 

10月・11月・12月／（月）～（金）

10月／１（木）、８（木）、１５（木）、２２（木）、
29（木）

11月／５（木）、１２（木）、１９（木）、２６（木） 

12月／３（木）、１０（木）、１７（木）、２４（木）

老若男女必見！ 保湿の重要性についてＮＥＷ

4日（水）

11日（水）

18日（水）

新生児集中ケア認定看護師 米　村　幸　子赤ちゃんに行う検査についてＮＥＷ

16日（水）

25日（水）

手術を受ける前に知っておきたい
　　　　　  　　　　　～喫煙と手術の関係～

緩和ケアを知っていますか？
　　　  ～がんの診断時から始まる緩和ケア～



山口県済生会下関総合病院
集中ケア認定看護師

高見　由佳
山口県済生会下関総合病院

津江　和成

山口県済生会下関総合病院
集中ケア認定看護師

前田　友美

　私は西南女学院大学の認定看護師教

育課程で集中ケアについて学び、今年

の7月に「集中ケア認定看護師」の資

格を取得しました。手術を受けられた

患者さんの看護を行うのはもちろんで

すが、その家族に関わることも多くあ

ります。疾患によっては、突然発症し

入院となることがあり、患者さんの状

態によっては意思疎通が図れないこと

も考えられます。その場合、家族の負

担や不安は大きく、認定看護師として

しっかりお話を伺い身体的・精神的に

サポートが行えるように心がけていま

す。また、私の役割はこのような看護

を全ての看護師が実践できるように指

導をしていくことも重要であると感じ

ています。集中ケア認定看護師は、特

定の疾患に対してではなく幅広くみな

さんに関わることになります。患者さ

んが安心して治療を受けられるような

環境が提供できるように努力していき

たいと考えています。

各種診断をはじめ、診療科（外科・婦人科・泌尿器科・消化器内科・呼吸
器内科・形成外科等）の垣根を越えた治療を実践します。

　平成27年７月に集中ケア認定看護

師の資格を取得しました。集中ケア認

定看護師の目的は、生命の危機的状態

にある患者さんの病態の変化を予測し、

重篤化の予防や重症患者さんとその御

家族への精神的ケア、また、二次的合

併症を予防することです。手術後は、

体力的にも精神的にも体に多くのダ

メージを与えます。その不安定な時期

を安楽に過ごしていただけるよう、ま

た、患者さんの状態の変化を見逃さず、

術後合併症なく、退院を早期に迎えら

れるように看護を提供していくことが、

私の役割だと考えています。また、患

者さん、その御家族が、安心して治療

を受けられるように、医師をはじめと

する他職種と連携し、患者さんのサ

ポートが行えるように取り組んでいき

たいと思います。

当院の認定看護師紹介当院の認定看護師紹介がん治療センターからのお知らせ

　それに伴いがん治療の充実をはかるべく、院内にがん治療センターを設立
しました。センターでは、専門分野が異なる複数の医師や専門スタッフが
チームとなってがん治療を行います。

１．質の高いがん診療

がん相談室を開設し、がんに対す
る不安や悩みに対応します。

２．患者さんと家族のサポート

がんと診断されたら、
まず当センターに
ご相談下さい。
 

平成２７年４月1日より

当院は下関医療圏の
がん診療連携拠点病院に指定されました。

院長

地域のかかりつけ医と連携を図る
ほかに、在宅支援、訪問看護も積
極的にサポートします。

４．がん治療の地域連携
院内がん登録・地域がん登録・臓
器別がん登録を行い、がん情報を
集計、提供します。また臓器別各
種がんのパンフレットも取りそろ
えています。

３．がん情報の集約

腫瘍カンファレンス・講演会・市
民講座など教育にも力を入れてい
きます。

６．臨床研修および教育
緩和に対しても可能な限りの対応
を行います。

５．緩和チーム

当センターの
取り組み

まず当センターに

詳しくは
 「がん治療センター」の
ホームページからご確認下さい。
http://www.simo.saiseikai.or.jp/center/http://www.simo.saiseikai.or.jp/center/
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856件

22日（木）
26日（木）
24日（木）

慢性心不全看護認定看護師
糖尿病看護認定看護師
救急看護認定看護師

山　口　健　二
安　田　直　子
本　田　絵　美

7日（水）

14日（水）

21日（水）

28日（水）

9日（水）

患者さんのやる気を引き出す療養指導のポイント
心不全患者の療養支援

フィジカルアセスメント

血圧について知ろう！

あなたは大丈夫？メタボリックシンドローム

災害に備えよう

抗がん剤の副作用について

インフルエンザについて

がん治療に用いられる放射線の副作用について

集中ケア認定看護師 福　永　沙　織

感染管理認定看護師

集中ケア認定看護師

伊瀬知　美　加

放射線看護認定看護師 倉　富　　　彰

宮　本　青　佳
救急看護認定看護師 坂　本　直　美

がん化学療法看護認定看護師 清　水　倫　子

みんなの知りたい血圧の話 脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師 安　村　美　穂

皮膚・排泄ケア認定看護師 池　田　千　尋

緩和ケア認定看護師 山　本　千　春

手術看護認定看護師 丸　岡　聖　路

2日（水）

10月／２（金）、9（金）、１６（金）、２３（金） 

11月／６（金）、１３（金）、２０（金）、２７（金）

12月／４（金）、１１（金）、１８（金）、２５（金） 

10月・11月・12月／（月）～（金）

10月／１（木）、８（木）、１５（木）、２２（木）、
29（木）

11月／５（木）、１２（木）、１９（木）、２６（木） 

12月／３（木）、１０（木）、１７（木）、２４（木）

老若男女必見！ 保湿の重要性についてＮＥＷ

4日（水）

11日（水）

18日（水）

新生児集中ケア認定看護師 米　村　幸　子赤ちゃんに行う検査についてＮＥＷ

16日（水）

25日（水）

手術を受ける前に知っておきたい
　　　　　  　　　　　～喫煙と手術の関係～

緩和ケアを知っていますか？
　　　  ～がんの診断時から始まる緩和ケア～


