
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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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

財団特集 令和２年７月より耳鼻咽喉科が
常設されました

鹿里の棚田

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
令和 2年 5月
令和 2年 6月
令和 2年 7月

　教室・相談のお知らせ（令和2年10月～12月）

　診療実績報告（令和2年 5月～令和2年 7月）

　地域医療支援研修会（令和2年 10月～12月）

※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。

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）
※参加される方はマスク着用でお願いします。  過去１４日以内に、山口県外に移動歴がある方は参加制限をしています。

おことわり

開　催　日

開　催　日 開 催 時 間

テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

テ　　　ー　　　マ 講　　　師（発表者）

　健康講座の予定（令和2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）

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 当面の間、中止といたします。再開が決まりましたら
ホームページ等でお知らせいたします。
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認知症看護認定看護師

倉 冨　　 彰

吉 永　奈 央認知症の方の尊厳を尊重する関わり
ー生活援助、身体抑制、意思決定支援についてー

がん治療に用いられる放射線（治療）

新型コロナウイルス感染対策

10月22日（木）   18:00～19:00

11月26日（木）   18:00～19:00 感染管理認定看護師
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ＮＥＷ

ＮＥＷ

病院敷地内全面禁煙病院敷地内全面禁煙 病院の建物内、敷地内、駐車場（車内も）を含め全て禁煙です。

ふくふくサロン
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

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。コーヒーを飲みながら話し合ってみませんか。
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         11月11日(水)
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　健康講座の予定（令和2年 10月～12月） 〈時間〉10：00～10：30 ／〈場所〉会議室（2階）

号
2020 AUTUMN
第 59 号

秋



32

　耳鼻咽喉科は 1つの科の中に、耳・鼻・咽喉頭・頸
部といった部位に専門性が別れている特殊な科と言え
ます。また、耳鼻咽喉科がめまいや顔面神経麻痺に専
門性があることを知らない患者も多いです。このように、
専門性が強い部位・症状が複数集まっているのに、な
ぜか 1つの科として成立してしまっている特殊性が耳鼻
咽喉科の特性だと思っています。

　耳鼻咽喉科の特殊性のため、耳・鼻・咽喉頭・頸部・
めまい・顔面神経麻痺関連で耳鼻咽喉科の開業医を受
診された患者様は、耳鼻咽喉科単独の受診のみで完結・
治療することが多いです。しかし、総合病院としての耳
鼻咽喉科は、耳鼻咽喉科の開業医の先生方以外にも他
科からの紹介・またはこちらから紹介することが非常に
多いので、他科との連携を非常に重視しています。

数例挙げますと、

紹介を受けるケースでは
脳外科→脳MRIを撮像したところ甲状腺に腫瘍を認め
　　　　たため精査目的で耳鼻咽喉科紹介。
眼　科→繰り返す涙のう炎のため、内視鏡下涙嚢鼻腔
　　　　吻合術目的で耳鼻咽喉科紹介。
内　科→呼吸器関連の症状で、副鼻腔炎が疑われたた
　　　　め耳鼻咽喉科紹介。

こちらから紹介するケースは、
頸部腫瘍を手術で摘出したところ病理検査で悪性リン
パ腫と診断→血液内科に紹介。
顔面神経麻痺に伴う皮膚帯状疱疹出現→皮膚科に紹介。
喉頭癌に対する手術後の瘻孔→形成外科に紹介し、耳
鼻咽喉科と形成外科の合同手術。
　　　　　　　　　　　　　　などが挙げられます。

令和2年７月より耳鼻咽喉科が常設されました。
鼻・副鼻腔手術における最新のナビゲーション機器である、磁場式ナビゲーション機器を設置

耳鼻咽喉科について

総合病院の耳鼻咽喉科

常設の耳鼻咽喉科

当院の耳鼻咽喉科の特徴

　常設の最大の強みは、患者を入院させることができる
ということです。特に、総合病院の耳鼻咽喉科は手術を
積極的に行うため、手術をするなら入院させることがで
きる常設であることは必須です。非常設の耳鼻咽喉科で
あれば手術を行うことは難しいです。当院でも令和2年7
月から耳鼻咽喉科が常設されてからは、非常に多くの手
術を行なっています。

平成17年 山口大学医学部卒業
医学博士
日本耳鼻咽喉科学会（専門医・指導医）
日本気管食道科学会（専門医）
日本嚥下医学会（嚥下相談医）
日本摂食嚥下リハビリテーション学会（認定士）
補聴器適合判定医（厚生労働省認定）
補聴器相談医（日本耳鼻咽喉科学会認定）
騒音性難聴担当医（日本耳鼻咽喉科学会認定）
音声言語機能等判定医（厚生労働省認定）

耳鼻咽喉科科長
　　金　川　英　寿

当院の耳鼻咽喉科常勤医師紹介

　耳・鼻・咽喉頭・頸部の通常疾患に加えて、以下のよう
な専門色の強い治療も行っています。

鼓膜閉鎖術などの通常の手術とは別に、小児難聴専門
外来を毎週金曜日午後のみ行っています。

磁場式ナビゲーションという最新の機械を用いることで
非常に安全な内視鏡下鼻副鼻腔手術を行っています。
副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎の内視鏡手術の他に鼻腔
癌も内視鏡下で手術しています。

通常の扁桃手術・睡眠時無呼吸症候群の手術などのほ
か、声帯ポリープや咽喉頭腫瘍・癌などをビデオラリ
ンゴマイクロサージェリーと呼ばれる内視鏡を用いた手
術を行うことで安全に手術治療を行っています。嚥下
専門外来も行っており嚥下専門外来受診後、必要があ
れば嚥下リハビリテーション・嚥下改善手術・誤嚥防止
術などを行っています。

甲状腺・顎下腺・耳下腺腫瘍・リンパ節摘出・頭頸部癌な
どの頸部手術・放射線化学療法を行っています。

　開業医の先生方や他科の先生方との連携を重視し、
手術や入院が必要な患者様を開業医の先生方から紹介
してもらい、逆に手術や入院の必要性のない投薬治療
のみの患者様は近くの開業医の先生方に積極的に紹介
し、必要があれば他科を紹介することで基幹病院として
地域医療に貢献したいと思っています。

特 集

磁場式ナビゲーション

頸部 ：頸部 ：

咽喉頭 ：咽喉頭 ：

耳 ：耳 ：

鼻 ：鼻 ：
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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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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

財団特集 令和２年７月より耳鼻咽喉科が
常設されました

鹿里の棚田

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
令和 2年 5月
令和 2年 6月
令和 2年 7月

　教室・相談のお知らせ（令和2年10月～12月）

　診療実績報告（令和2年 5月～令和2年 7月）

　地域医療支援研修会（令和2年 10月～12月）

※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。

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）
※参加される方はマスク着用でお願いします。  過去１４日以内に、山口県外に移動歴がある方は参加制限をしています。

おことわり

開　催　日

開　催　日 開 催 時 間

テ　　　ー　　　マ 講　　　　　師

テ　　　ー　　　マ 講　　　師（発表者）

　健康講座の予定（令和2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）

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 当面の間、中止といたします。再開が決まりましたら
ホームページ等でお知らせいたします。

12,303人
14,158人
15,257人

 9,057人
 9,497人
 9,802人

660人
808人
799人

12.54日
11.39日
11.25日

214件
227件
219件

465件
646件
673件

認知症看護認定看護師

倉 冨　　 彰

吉 永　奈 央認知症の方の尊厳を尊重する関わり
ー生活援助、身体抑制、意思決定支援についてー

がん治療に用いられる放射線（治療）

新型コロナウイルス感染対策

10月22日（木）   18:00～19:00

11月26日（木）   18:00～19:00 感染管理認定看護師

がん放射線療法看護認定看護師

國 弘　健 二

13：00～13：30

13：00～16：00

無　料 栄養管理科会議室（２階）

8：30～17:00 無　料 在宅ケア科在宅ケア科

10月／2（金）、16（金）　11月／6（金）、20（金）　
12月／6（金）、18（金） 
10月・11月・12月／（月）～（金）

10月

11月

12月

ＮＥＷ

ＮＥＷ

病院敷地内全面禁煙病院敷地内全面禁煙 病院の建物内、敷地内、駐車場（車内も）を含め全て禁煙です。

ふくふくサロン
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

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。コーヒーを飲みながら話し合ってみませんか。

令和2年 10月14日(水)
         11月11日(水)
         12月   9日(水)

お問合せ

対象 がん患者、その他ご家族
（通院、入院、他院問わず）

費用 無　　　料
（駐車料金含む）

がん相談支援センター（直通） ☎083-262-2332

時間  13：00受付～15：00 場所  ２階会議室開催日

12月24日（木）   18:00～19:00

　7日（水）

14日（水）

  21日（水）

　28日（水）

　 4日（水）

　11日（水）

　18日（水）

　25日（水）

　2日（水）

 9日（水）

 16日（水）

 23日（水）

 

自分や家族の「人生会議」
～もしもの時について考え話し合う～

がん予防について

手術前に知って得すること

赤ちゃんのふしぎな力

子どもの発熱、熱性けいれん

インフルエンザについて

           失神について

認知症の予防について

放射線によるがん治療

乳がんについて

こんな症状ありませんか？  ～心臓・脳・大腸～

窒息について

柴　田　敏　子
西　嶋　和　弘
米　村　幸　子
井　上　美　里
國　弘　健　二
藤　枝　絵　美
吉　永　奈　央

山　本　千　春

倉　冨　　　彰
日　高　由衣子
堤　　　由　佳
坂　本　直　美

緩和ケア認定看護師

手術看護認定看護師

新生児集中ケア認定看護師

小児救急看護認定看護師

感染管理認定看護師

救急看護認定看護師

認知症看護認定看護師

緩和ケア認定看護師

がん放射線療法看護認定看護師

乳がん看護認定看護師

集中ケア認定看護師

救急看護認定看護師

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