
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.53
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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30年11月
平成30年12月
平成31年 1月

　 教室・相談のお知らせ（2019年 4月～6月）

　 診療実績報告（平成30年 11月～平成31年 1月）

　 地域医療支援研修会（2019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とするため削除となりました。※糖尿病教室は、月2回の開催になりました。

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

開　催　日 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

　 健康講座の予定（2019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）

13：00～13：30 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

17,821人
16,927人
16,585人

11,293人
11,130人
11,385人

893人
889人
921人

11.65日
11.05日
12.42日

297件
286件
314件

888件
803件
766件

27日（木） 認知症看護認定看護師

藤　枝　絵　美

　吉　永　奈　央認知症の方への接し方 ～周辺症状（ＢＰＳＤ）を発生させないポイント～

急変のシグナル

がん性疼痛に対する看護ケア

25日（木）

23日（木） がん性疼痛認定看護師

救急看護認定看護師

池　田　恵里佳

4月／5（金）、19（金） 
5月／１7（金）
6月／7（金）、21（金）
4月・5月・6月／（月）～（金）
4月／4（木）、１1（木）、１8（木）、２5（木）
5月／2（木）、9（木）、１6（木）、２3（木）、３0（木）
6月／6（木）、１3（木）、２0（木）、２7（木）

4月

6月

5月

開　催　日 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

4月

5月

6月

効果的な心臓マッサージについて 救急看護認定看護師　3日（水） 坂　本　直　美

"その症状見逃したらいけないサインかも
～心臓・脳・大腸について～" 集中ケア認定看護師　10日（水） 堤　　　由　佳

がんの痛みを和らげる医療用麻薬について がん性疼痛看護認定看護師17日（水） 池　田　恵里佳

喫煙と手術の関係 手術看護認定看護師24日（水） 丸　岡　聖　路

ＮＥＷ

乳がんの検診と治療について がん化学療法看護認定看護師1日（水）

日本人の死因「心疾患」とはどんな病気？ 集中ケア認定看護師8日（水）

清　水　倫　子

前　田　友　美

"がんってどんな病気？～がんの知識と治療について～" 緩和ケア認定看護師15日（水） 山　本　千　春

アレルギーと手術の関係 手術看護認定看護師22日（水） 西　嶋　和　弘

新生児集中ケア認定看護師29日（水） 米　村　幸　子

ＮＥＷ

新生児期の変化について

がん放射線療法看護認定看護師5日（水） 倉　冨　　　彰放射線をつかったがん治療

緩和ケア認定看護師12日（水） 柴　田　敏　子がん検診を受けよう！

ＮＥＷ

感染管理認定看護師19日（水） 國　弘　健　二夏に問題となる感染性胃腸炎について

集中ケア認定看護師26日（水） 岡　﨑　美　幸便秘について（便の性状と色、下剤について）ＮＥＷ
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～医師・臨床研修医14名～

新任医師
紹介

平成31年度

宇　山　和　宏
やまう ひろかず

4月より呼吸器内科で勤務さ
せていただくことになりまし
た。約2年ぶりの下済です。
地域の皆様のお役に立てる
よう頑張りたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいた
します。

呼吸器科

磯　嶋　　　佑
しまいそ ゆう

4月より呼吸器内科で勤務さ
せていただきます。皆様のお
役に立てるよう精一杯尽力
してまいりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

呼吸器科

城　下　亜　文
したしろ もんあ

4月より産婦人科で勤務させ
ていただいております。地域
の皆様に信頼され、満足して
いただけるように努めて参り
ます。

産婦人科

小　林　　　光
ばやしこ ひかる

4月から小児科に参りました。
下関市のお子さんとご家族
のため頑張ります。

小児科

釘　宮　成　二
みやくぎ じなる

4月より外科に赴任しました。
今まで培ってきた知識と技術
を活かし、癌の根治を目指し
た低侵襲治療を行い、患者
さんの未来のために診療して
いきたいと思います。何かご
ざいましたらいつでもご連絡く
ださい。よろしくお願いいたし
ます。

外科

藤　村　大　志
むらふじ したい

4月より産婦人科に赴任し
ました。下関の産婦人科診
療のお役に立てるよう精進
します。よろしくお願いいたし
ます。

産婦人 科

原　田　美　沙
だはら さみ

4月より3ヶ月間の研修で循
環器内科と呼吸器内科を
ローテーションさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いい
たします。

臨床研修医（協力型）

中　川　　　碧
がわなか あおい

4月より研修をさせていただき
ます。未熟ではございますが、
皆様のお力添えをいただき、
精一杯精進して参ります。1
月までの短い間ですが、よろ
しくお願い致します。

臨床研修医（協力型）

森　田　加那子
たもり こか な

4月より2年間研修させてい
ただきます。分からないことば
かりでご迷惑をおかけするこ
とも多々あると思いますが、
精一杯頑張りますので、ご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお
願い申し上げます。

臨床研修医（基幹型）

古　川　昌　宏
かわふる ひろまさ

4月より2年間研修させてい
ただきます。わからないことば
かりでご迷惑をおかけするこ
ともあるかもしれませんが、一
つ一つできることを増やし、
少しでも早く皆様のお力にな
れるよう頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいた
します。

臨床研修医（基幹型）

久　保　直　登
ぼく となお

4月より2年間研修させてい
ただきます。北九州市出身
です。
未熟者ですが、少しでも早く
成長できるよう、一生懸命頑
張ってまいりますので、よろし
くおねがいします。

臨床研修医（基幹型）

作　田　美　穂
たさく ほみ

4月より2年間研修させてい
ただきます。未熟者ではあり
ますが、地元である下関の医
療に少しでも貢献できるよう
頑張ります。よろしくお願いい
たします。

臨床研修医（基幹型）

元　永　貴　大
ながもと ひろたか

4月より小児科で勤務させて
いただきます。
下関の子どもたちのために
頑張りますので、よろしくお願
いいたします。

小児科

藤　原　槙凜子
わらふじ こま り

4月より2年間研修させてい
ただきます。わからないことば
かりで、ご迷惑をおかけするこ
とも多々あるかと思いますが、
精いっぱい学ばせていただき
ますので、よろしくお願い致し
ます。

臨床研修医（基幹型）

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）

2019年
4月10日(水)、5月8日(水)、6月12日(水)
2019年
4月10日(水)、5月8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。

　先般、新天皇の即位の日となる2019年5月1日㈬が「1年限りの祝日」となり、2019年のゴールデンウイーク
（4月27日㈯～5月6日㈪）は、「国民の祝日に関する法律」により10連休となります。
　当院では診療への影響等を考慮し下記のとおり、
「4月30日㈫」、「5月1日㈬」及び「5月2日㈭」の3日間は通常診療をいたします。

4月27日土

休診日 休診日 休診日
（昭和の日）

開院日 開院日 開院日 休診日
（憲法記念日）

休診日
（みどりの日）

休診日
（こどもの日）

休診日
（振替休日）

4月28日日 4月29日月 4月30日火 5月1日水 5月2日木 5月3日金 5月4日土 5月5日日 5月6日月

2019年ゴールデンウイーク期間中の診療体制について2019年ゴールデンウイーク期間中の診療体制について



32

～医師・臨床研修医14名～

新任医師
紹介

平成31年度

宇　山　和　宏
やまう ひろかず

4月より呼吸器内科で勤務さ
せていただくことになりまし
た。約2年ぶりの下済です。
地域の皆様のお役に立てる
よう頑張りたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいた
します。

呼吸器科

磯　嶋　　　佑
しまいそ ゆう

4月より呼吸器内科で勤務さ
せていただきます。皆様のお
役に立てるよう精一杯尽力
してまいりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

呼吸器科

城　下　亜　文
したしろ もんあ

4月より産婦人科で勤務させ
ていただいております。地域
の皆様に信頼され、満足して
いただけるように努めて参り
ます。

産婦人科

小　林　　　光
ばやしこ ひかる

4月から小児科に参りました。
下関市のお子さんとご家族
のため頑張ります。

小児科

釘　宮　成　二
みやくぎ じなる

4月より外科に赴任しました。
今まで培ってきた知識と技術
を活かし、癌の根治を目指し
た低侵襲治療を行い、患者
さんの未来のために診療して
いきたいと思います。何かご
ざいましたらいつでもご連絡く
ださい。よろしくお願いいたし
ます。

外科

藤　村　大　志
むらふじ したい

4月より産婦人科に赴任し
ました。下関の産婦人科診
療のお役に立てるよう精進
します。よろしくお願いいたし
ます。

産婦人科

原　田　美　沙
だはら さみ

4月より3ヶ月間の研修で循
環器内科と呼吸器内科を
ローテーションさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いい
たします。

臨床研修医（協力型）

中　川　　　碧
がわなか あおい

4月より研修をさせていただき
ます。未熟ではございますが、
皆様のお力添えをいただき、
精一杯精進して参ります。1
月までの短い間ですが、よろ
しくお願い致します。

臨床研修医（協力型）

森　田　加那子
たもり こか な

4月より2年間研修させてい
ただきます。分からないことば
かりでご迷惑をおかけするこ
とも多々あると思いますが、
精一杯頑張りますので、ご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお
願い申し上げます。

臨床研修医（基幹型）

古　川　昌　宏
かわふる ひろまさ

4月より2年間研修させてい
ただきます。わからないことば
かりでご迷惑をおかけするこ
ともあるかもしれませんが、一
つ一つできることを増やし、
少しでも早く皆様のお力にな
れるよう頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいた
します。

臨床研修医（基幹型）

久　保　直　登
ぼく となお

4月より2年間研修させてい
ただきます。北九州市出身
です。
未熟者ですが、少しでも早く
成長できるよう、一生懸命頑
張ってまいりますので、よろし
くおねがいします。

臨床研修医（基幹型）

作　田　美　穂
たさく ほみ

4月より2年間研修させてい
ただきます。未熟者ではあり
ますが、地元である下関の医
療に少しでも貢献できるよう
頑張ります。よろしくお願いい
たします。

臨床研修医（基幹型）

元　永　貴　大
ながもと ひろたか

4月より小児科で勤務させて
いただきます。
下関の子どもたちのために
頑張りますので、よろしくお願
いいたします。

小児科

藤　原　槙凜子
わらふじ こま り

4月より2年間研修させてい
ただきます。わからないことば
かりで、ご迷惑をおかけするこ
とも多々あるかと思いますが、
精いっぱい学ばせていただき
ますので、よろしくお願い致し
ます。

臨床研修医（基幹型）

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）

2019年
4月10日(水)、5月8日(水)、6月12日(水)
2019年
4月10日(水)、5月8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。

　先般、新天皇の即位の日となる2019年5月1日㈬が「1年限りの祝日」となり、2019年のゴールデンウイーク
（4月27日㈯～5月6日㈪）は、「国民の祝日に関する法律」により10連休となります。
　当院では診療への影響等を考慮し下記のとおり、
「4月30日㈫」、「5月1日㈬」及び「5月2日㈭」の3日間は通常診療をいたします。

4月27日土

休診日 休診日 休診日
（昭和の日）

開院日 開院日 開院日 休診日
（憲法記念日）

休診日
（みどりの日）

休診日
（こどもの日）

休診日
（振替休日）

4月28日日 4月29日月 4月30日火 5月1日水 5月2日木 5月3日金 5月4日土 5月5日日 5月6日月

2019年ゴールデンウイーク期間中の診療体制について2019年ゴールデンウイーク期間中の診療体制について



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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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30年11月
平成30年12月
平成31年 1月

　 教室・相談のお知らせ（2019年 4月～6月）

　 診療実績報告（平成30年 11月～平成31年 1月）

　 地域医療支援研修会（2019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とするため削除となりました。※糖尿病教室は、月2回の開催になりました。

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

開　催　日 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

　 健康講座の予定（2019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）

13：00～13：30 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

17,821人
16,927人
16,585人

11,293人
11,130人
11,385人

893人
889人
921人

11.65日
11.05日
12.42日

297件
286件
314件

888件
803件
766件

27日（木） 認知症看護認定看護師

藤　枝　絵　美

　吉　永　奈　央認知症の方への接し方 ～周辺症状（ＢＰＳＤ）を発生させないポイント～

急変のシグナル

がん性疼痛に対する看護ケア

25日（木）

23日（木） がん性疼痛認定看護師

救急看護認定看護師

池　田　恵里佳

4月／5（金）、19（金） 
5月／１7（金）
6月／7（金）、21（金）
4月・5月・6月／（月）～（金）
4月／4（木）、１1（木）、１8（木）、２5（木）
5月／2（木）、9（木）、１6（木）、２3（木）、３0（木）
6月／6（木）、１3（木）、２0（木）、２7（木）

4月

6月

5月

開　催　日 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

4月

5月

6月

効果的な心臓マッサージについて 救急看護認定看護師　3日（水） 坂　本　直　美

"その症状見逃したらいけないサインかも
～心臓・脳・大腸について～" 集中ケア認定看護師　10日（水） 堤　　　由　佳

がんの痛みを和らげる医療用麻薬について がん性疼痛看護認定看護師17日（水） 池　田　恵里佳

喫煙と手術の関係 手術看護認定看護師24日（水） 丸　岡　聖　路

ＮＥＷ

乳がんの検診と治療について がん化学療法看護認定看護師1日（水）

日本人の死因「心疾患」とはどんな病気？ 集中ケア認定看護師8日（水）

清　水　倫　子

前　田　友　美

"がんってどんな病気？～がんの知識と治療について～" 緩和ケア認定看護師15日（水） 山　本　千　春

アレルギーと手術の関係 手術看護認定看護師22日（水） 西　嶋　和　弘

新生児集中ケア認定看護師29日（水） 米　村　幸　子

ＮＥＷ

新生児期の変化について

がん放射線療法看護認定看護師5日（水） 倉　冨　　　彰放射線をつかったがん治療

緩和ケア認定看護師12日（水） 柴　田　敏　子がん検診を受けよう！

ＮＥＷ

感染管理認定看護師19日（水） 國　弘　健　二夏に問題となる感染性胃腸炎について

集中ケア認定看護師26日（水） 岡　﨑　美　幸便秘について（便の性状と色、下剤について）ＮＥＷ


