
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。また。他医療機
関の医師の意見（セカンドオピニオン）を求めることができます。

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。
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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２9年11月
平成２9年12月
平成30年 1月

　 教室・相談のお知らせ（平成30年 4月～6月）

　 診療実績報告（平成29年 11月～平成30年 1月）

　 地域医療支援研修会（平成30年 4月～6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。
※なんでも相談窓口は、在宅ケア科から医療相談室に変わりました。

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

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30年 4月～6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 医療相談室医療相談室

 17,215人
 17,108人
 16,368人

 11,783人
 11,836人
 11,395人

864人
845人
879人

12.84日
12.15日
12.77日

267件
295件
297件

808件
829件
813件

28日（木） 手術看護認定看護師

山　口　健　二

西　嶋　和　弘手術と麻酔について

心不全看護について

急変時の対応について

26日（木）

24日（木） 救急看護認定看護師

慢性心不全看護認定看護師

坂　本　直　美

4月／６（金）、１３（金）、２０（金）、２７（金） 
5月／１１（金）、１８（金）、２５（金）
6月／１（金）、８（金）、１５（金）、２２（金）
4月・5月・6月／（月）～（金）
4月／５（木）、１２（木）、１９（木）、２６（木）
5月／１０（木）、１７（木）、２４（木）、３１（木）
6月／７（木）、１４（木）、２１（木）、２８（木）

4月

5月

6月

認知症の方の心に響く接し方 認知症看護認定看護師

4月

6月

5月

　4日（水） 吉　永　奈　央
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いざという時に使えるように～AEDについて～ 救急看護認定看護師18日（水） 本　田　絵　美

ＮＥＷ

実践しよう！運動療法 糖尿病看護認定看護師25日（水） 安　田　直　子ＮＥＷ
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夏に流行する感染症について 感染管理認定看護師9日（水）
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災害に気をつけよう 救急看護認定看護師16日（水） 坂　本　直　美

実は危険な身体のサイン～心臓・消化器脳疾患～ 集中ケア認定看護師23日（水） 堤　　　由　佳
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ＮＥＷ

スキンケアについてＮＥＷ

手術看護認定看護師6日（水） 丸　岡　聖　治喫煙と手術

がん化学療法看護認定看護師13日（水） 清　水　倫　子抗がん剤ってどんな治療？ＮＥＷ

集中ケア認定看護師20日（水） 前　田　友　美日本人の死因第2位「虚血性心疾患」とはどんな病気？

乳がん看護認定看護師27日（水） 日　高　由衣子乳がん自己検診についてＮＥＷ

ＮＥＷ
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消化器内科

小　川　　　亮
がわお りょう

初めまして、4月より当院消
化器内科に赴任しました、小
川 亮と申します。専門は、内
視鏡治療です。皆様の健康
のため、微力ながら努力して
参ります。

外　科

綾　田　　　亮
たあや りょう

４月から外科に勤務させて
いただきます。初期研修の2
年間も下済でしたので、ふる
さとに帰ってきたので頑張り
ます。

腎臓内科

山　岡　孝　之
おかやま ゆきたか

4月より腎臓内科で勤めるこ
とになりました。久々に幼少
より馴染んだ土地での診療
となります。今後とも宜しく
お願い致します。

呼吸器科

宮　田　依未子
たみや こみえ

４月より呼吸器内科で勤務さ
せて頂くことになりました。
ご迷惑をおかけすることもあ
るかと思いますが、一生懸命
皆様のお役に立てるよう頑
張りたいと思います。

形成外科

大　山　拓　人
やまおお とたく

4月より常勤として勤めさせて頂くこ
ととなりました。10年前に1年間勤務
させて頂いたこともあり、今回再び下
関で勤務できることをうれしく思って
おります。患者さんのためになる形成
外科医療を提供できる様頑張ります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

整形外科

髙　橋　洋　平
はしたか へいよう

4月より整形外科に赴任しま
した。地域の皆様のお役に立
てるよう頑張ります。よろし
くお願い致します。

心臓血管外科

池　下　貴　広
したいけ ひろたか

4月より外科で赴任しまし
た。
少しでも患者さんのために
なれるよう努力します。

泌尿器科

岡　　　真太郎
おか ろうたしん

4月より泌尿器科に赴任しま
した。一般泌尿器科（排尿障
害、泌尿器悪性腫瘍）と男性
不妊症を中心に診療をさせ
ていただきます。宜しくお願
いいたします。

臨床研修医（基幹型）

江　種　真　穂
ぐさえ ほま

4月より2年間研修をさせて
頂きます。未熟ではあります
が、日々精進してまいります
ので、どうぞよろしくお願い
致します。

臨床研修医（基幹型）

棟　久　晃　司
ひさむね じこう

4月より2年間研修をさせて
いただきます。分からないこ
とばかりですが、一つ一つで
きることを増やし精一杯頑
張っていこうと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。

臨床研修医（基幹型）

小　野　太　輝
のお きたい

4月より2年間研修をさせていた
だきます。下関出身、山口大学卒
です。まだ分からないことばかり
で、ご迷惑をおかけするかもしれ
ませんが、日々精進していこうと思
います。宜しくお願いいたします。

臨床研修医（基幹型）

原　田　佳代子
だはら こよか

4月より2年間研修をさせていた
だきます。未熟者ですが、少しで
も成長できるよう、一生懸命頑
張ってまいります。ご迷惑をおか
けする事も多いかと思いますがど
うぞよろしくお願いいたします。

臨床研修医（基幹型）

西　山　夏　子
やまにし こなつ

4月より2年間研修をさせて
いただきます。少しでも早く
お力になれるよう日々精進し
てまいります。至らぬ点も
多々あると思いますが、どう
ぞよろしくお願いいたします。

脳神経外科

吉　野　弘　子
のよし こひろ

4月より脳神経外科常勤とし
て勤めさせて頂くこととなり
ました。
地域医療に貢献できるよう努
めてまいりたいと思います。
よろしくお願い致します。

脳神経外科

稲　村　彰　紀
むらいな のりあき

平成21年山口大学卒です。平
成29年度の一年間、北里大学
脳外科に国内留学していまし
た。これまで学んだ事を活かし
て丁寧な治療を行うとともに。
分かり易い説明を心掛けてい
きます。宜しくお願い致します。

臨床研修医（基幹型）

伊　達　直　人
てだ となお

4月より2年間研修をさせて
いただきます。わからないこ
とばかりですが、精一杯頑
張っていきますので、御指導
よろしくお願い申し上げま
す。

臨床研修医（基幹型）

橋　本　慎太郎
もとはし ろうたしん

4月より2年間研修をさせてい
ただきます。分からないことが
多くご迷惑をおかけすることも
あるかもしれませんが、精一杯
頑張っていこうと思いますの
で、よろしくお願い致します。

臨床研修医（基幹型）

中　島　豪　希
しまなか きごう

4月より2年間研修をさせて
頂きます。下関出身です。多
くの事を学び、少しでも早く
地域の医療に貢献できるよ
う頑張ります。何卒よろしく
お願い致します。

臨床研修医（協力型）

藤　中　理　史
なかふじ ふみまさ

4月より研修をさせていただきま
す。まだ分からないことが多いで
すが、よく学び、少しでも早く皆さ
んのお力になれるよう頑張りま
す。12月までの短い間ですが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

小児科

三　宅　晶　子
けやみ こあき

4月より小児科で勤務させ
ていただきます。
下関市の子どもたちの笑顔
のため、日々頑張って参りま
す。

産婦人科

矢　壁　和　之
かべや ゆきかず

4月より産婦人科で勤務しま
す。患者さんが満足できる医
療を提供するよう努めようと
思っています。よろしくお願
いします。

小児科

岡　田　清　吾
だおか ごせい

広島市民病院およびJCHO
九州病院で3年間小児循環
器学を勉強して参りました。
山口県の小児循環器診療に
少しでもお役に立てればと
思います。

小児科

岡　田　裕　介
だおか すけゆう

4月から小児科に赴任しまし
た。昨年度に引き続き、下関
の子ども達のために頑張り
ますのでよろしくお願いいた
します。

～医師14名・臨床研修医９名～
新任医師紹介

平成30年度

がん患者さん・ご家族のためのがん患者さん・ご家族のための

ふくふくサロンふくふくサロン

がん相談支援センター　電話：083-262-2332（直通）

平成30年
4月11日(水)、5月9日(水)、6月12日(水)
平成30年
4月11日(水)、5月9日(水)、6月12日(水)

開催日時／毎月第２水曜日 13:00～15:00
場所／２階会議室
費用／無料（駐車料金含む）
対象／がん患者、その他ご家族（通院、入院、他院問わず）がん患者さんや家族の方が「語りの場」として

「ふくふくサロン」を開催しています。
悩みや不安を話したり情報交換する場です。
コーヒーなど飲みながら語り合いませんか。
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中　島　豪　希
しまなか きごう

4月より2年間研修をさせて
頂きます。下関出身です。多
くの事を学び、少しでも早く
地域の医療に貢献できるよ
う頑張ります。何卒よろしく
お願い致します。

臨床研修医（協力型）

藤　中　理　史
なかふじ ふみまさ

4月より研修をさせていただきま
す。まだ分からないことが多いで
すが、よく学び、少しでも早く皆さ
んのお力になれるよう頑張りま
す。12月までの短い間ですが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

小児科

三　宅　晶　子
けやみ こあき

4月より小児科で勤務させ
ていただきます。
下関市の子どもたちの笑顔
のため、日々頑張って参りま
す。

産婦人科

矢　壁　和　之
かべや ゆきかず

4月より産婦人科で勤務しま
す。患者さんが満足できる医
療を提供するよう努めようと
思っています。よろしくお願
いします。

小児科

岡　田　清　吾
だおか ごせい

広島市民病院およびJCHO
九州病院で3年間小児循環
器学を勉強して参りました。
山口県の小児循環器診療に
少しでもお役に立てればと
思います。

小児科

岡　田　裕　介
だおか すけゆう

4月から小児科に赴任しまし
た。昨年度に引き続き、下関
の子ども達のために頑張り
ますのでよろしくお願いいた
します。

～医師14名・臨床研修医９名～
新任医師紹介

平成30年度

がん患者さん・ご家族のためのがん患者さん・ご家族のための

ふくふくサロンふくふくサロン

がん相談支援センター　電話：083-262-2332（直通）

平成30年
4月11日(水)、5月9日(水)、6月12日(水)
平成30年
4月11日(水)、5月9日(水)、6月12日(水)

開催日時／毎月第２水曜日 13:00～15:00
場所／２階会議室
費用／無料（駐車料金含む）
対象／がん患者、その他ご家族（通院、入院、他院問わず）がん患者さんや家族の方が「語りの場」として

「ふくふくサロン」を開催しています。
悩みや不安を話したり情報交換する場です。
コーヒーなど飲みながら語り合いませんか。



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。また。他医療機
関の医師の意見（セカンドオピニオン）を求めることができます。

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。
山口県済生会下関総合病院の広報誌  ふくふく Vol.49
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春

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２9年11月
平成２9年12月
平成30年 1月

　 教室・相談のお知らせ（平成30年 4月～6月）

　 診療実績報告（平成29年 11月～平成30年 1月）

　 地域医療支援研修会（平成30年 4月～6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。
※なんでも相談窓口は、在宅ケア科から医療相談室に変わりました。

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

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30年 4月～6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 医療相談室医療相談室

 17,215人
 17,108人
 16,368人

 11,783人
 11,836人
 11,395人

864人
845人
879人

12.84日
12.15日
12.77日

267件
295件
297件

808件
829件
813件

28日（木） 手術看護認定看護師

山　口　健　二

西　嶋　和　弘手術と麻酔について

心不全看護について

急変時の対応について

26日（木）

24日（木） 救急看護認定看護師

慢性心不全看護認定看護師

坂　本　直　美

4月／６（金）、１３（金）、２０（金）、２７（金） 
5月／１１（金）、１８（金）、２５（金）
6月／１（金）、８（金）、１５（金）、２２（金）
4月・5月・6月／（月）～（金）
4月／５（木）、１２（木）、１９（木）、２６（木）
5月／１０（木）、１７（木）、２４（木）、３１（木）
6月／７（木）、１４（木）、２１（木）、２８（木）

4月

5月

6月

認知症の方の心に響く接し方 認知症看護認定看護師

4月

6月

5月

　4日（水） 吉　永　奈　央

子どもの嘔吐・下痢、発熱対応と受診の
タイミング 小児救急看護認定看護師　11日（水） 井　上　美　里

いざという時に使えるように～AEDについて～ 救急看護認定看護師18日（水） 本　田　絵　美

ＮＥＷ

実践しよう！運動療法 糖尿病看護認定看護師25日（水） 安　田　直　子ＮＥＷ

心臓病についてのお話 集中ケア認定看護師2日（水）

夏に流行する感染症について 感染管理認定看護師9日（水）

福　永　沙　織

古　賀　香奈子

災害に気をつけよう 救急看護認定看護師16日（水） 坂　本　直　美

実は危険な身体のサイン～心臓・消化器脳疾患～ 集中ケア認定看護師23日（水） 堤　　　由　佳

皮膚・排泄ケア認定看護師30日（水） 池　田　千　尋

ＮＥＷ

スキンケアについてＮＥＷ

手術看護認定看護師6日（水） 丸　岡　聖　治喫煙と手術

がん化学療法看護認定看護師13日（水） 清　水　倫　子抗がん剤ってどんな治療？ＮＥＷ

集中ケア認定看護師20日（水） 前　田　友　美日本人の死因第2位「虚血性心疾患」とはどんな病気？

乳がん看護認定看護師27日（水） 日　高　由衣子乳がん自己検診についてＮＥＷ

ＮＥＷ


