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消化器疾患を中心に 

質の高い,安全で,温かみのある医療を提供し 

予防医学,研究事業を通して 

地域社会に貢献します 
 



 

2020 年は、新型コロナウイルス（COVID-19）の世界

的感染拡大という歴史に刻まれる年になりそうです。現在の

グローバル社会の中で、わずか数か月という感染拡大のスピ

ードは、如何に人々の往来が激しくかつ広範に亘っているかを

物語っています。   

中国武漢から発生したといわれるウイルスですが、いまやそ

の猛威はアジアから完全に欧米諸国へシフトし、3 月 25 日

の時点で全世界で 46 万人を超える感染者数を数え、2 万

人の死者が発生しています。新型インフルエンザに対する薬

の適応外使用や、エボラ出血熱に対しての未承認薬の使用

など、各国での臨床経験を重ねる中で、治療法の確立とワク

チンの開発、製造、流通が急がれています。 

国は、2025年あるいは団塊ジュニア世代が 65歳以上と

なる 2040 年に向け、持続可能な社会保障制度、医療提

供体制の構築を目指し、「全世代型社会保障制度」を実

現すると謳っています。具体的には「現役世代の負担上昇を 

 

抑えながら、すべての世代が安心できる社会保障制度」の構

築であり、「年齢ではなく負担能力に応じた負担という視点を

徹底していく」というものです。そういった動きの中で、地域医

療を守るために、私ども医療を提供する病院やクリニック、医

師・看護師を初めとする医療スタッフが今何をすべきなのかが

強く問われています。 

 国内でも、都市部では急速に新型コロナウイルス感染者が

増えている状況です。無症状感染者を把握できない現状で

は、標準予防策と飛沫予防策、接触予防策を徹底するとと

もに、クラスターの発生要因をできるだけ排除するしかありませ

ん。院内感染防止のためにも現在入院患者さんへの面会制

限など、いろいろご迷惑をお掛けしています。社会活動や経

済活動が極端に制限される状況の中、医療機能の麻痺は

何としても防がなくてはなりません。現状を確実に乗り越える

ためにも、一人ひとりがしっかりとした危機意識を持ち続けるこ

とが求められます。 

 

うぶかた ちかい 

生形 盟(2020 年 4 月 1 日入職) 

 

［専 門］  消化器・一般外科  

［主な略歴］  

2016年 藤田保健衛生大学卒業   

2016年 東京女子医科大学病院 初期研修医 

2018年 東京女子医科大学 消化器一般外科入局 

2019年 八千代医療センター消化器一般外科 

［当院勤務での抱負］ 

八千代医療センターでの1年を終え、防府消化器病センター

に所属になりました。内視鏡や手術など、覚えるべきことは沢山あ

りますが、精一杯頑張りますので、ご指導の程よろしくお願いしま

す。病院スタッフの皆さんも気軽に声をかけて頂けると幸いです。

何卒よろしくお願いします。 

［趣 味:］  ドライブ、料理、釣り 

 

 

みやざき こう     

宮嵜 航(2020 年 4 月 1 日入職) 

 

［専 門］ 一般外科・消化器外科 

［主な経歴］ 

2015年 香川大学卒業 

2015年 香川大学医学部附属病院 初期研修医 

  2017年 九州大学 小児外科入局 

  2019年 佐賀県医療センター好生館 小児外科 

［当院勤務での抱負］ 

昨年は佐賀県医療センター好生館に勤務しておりました。本年

度より成人外科および内視鏡手技の経験を積むため、当院で勤

務させていただくことになりました。少しでも早く環境に慣れ、手技

を身につけて、患者さんの手助けおよび病院に貢献できるよう精

一杯頑張りたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。 

［趣 味］ バスケットボール、カラオケ

 

From the News of our Center 

     新しい年度に向けて              病院長 三浦 修 

     新任医師紹介            



 

  

 

 

 「病院における医療安全」というテーマで、研修会を開催いたしました。 

講師は病院長で、内容は他院でのアクシデント事例を基にした予防対策の 

ポイントについて話がありました。講演を通して『ヒトの注意の特性』等、医療 

安全対策の基本を学びました。 

また、医療安全対策の一環として、患者・家族への十分な説明と納得して 

頂けたかの確認、つまりインフォームドコンセントの重要性も再認識しました。 

医療安全体制確保のための研修は職員にとって必須であり、繰り返し行い 

職員へ啓蒙することが重要となります。患者さんへ安心・安全な医療を提供 

するために、この研修で学んだことを医療現場で活かしていきたいと思います。 

 

 

 

4月１日、１２名の新入職員が入職し、新たな一歩を歩みだしました。 

新入職員へは三浦理事長より医療人として６つの心得を歓迎の言葉として贈られました。 

 

・相手の目を見て話しをする        ・常に相手に感謝の念を持つ 

・思いやりの心が品格をつくる      ・いつも正しさが行動模範 

・夢なきところに誇りは生まれない   ・人間的成長があってこそ理想の職業人 

 

私達もこの言葉を胸に刻み、一緒に頑張って行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

 

地域医療連携室より 

～地域医療連携に係る組織再編のお知らせ～ 

     4月より、地域の医療機関の先生方との連携の質を向上するため、組織を「地域医療連携・相談室」から 

「地域医療連携室」に再編いたしました。地域連携の部門を独立させることにより、今まで以上に地域医療 

連携機能の質を向上させていきたいと考えています。今後も、地域包括ケアシステムにおける地域医療連携 

に貢献してまいりますので、ご協力のほどお願いいたします。 

担当 地域医療連携室主任 大村        

Tel（0835）22－3339（代表） 

Fax（0835）25－8754（直通） 

医療安全研修を開催            医療安全対策委員会 平井 美香 

新入職員を迎えて             教育委員会 佐々木 美佳 

      

 News of our Center 

Renkei 

ヒトの注意の特性 

・関心のあるものには注意が向く 

・強い注意を向ければ、その範囲は狭

くなる 

・注意力は持続できない 

・強い注意のあとには弛緩がくる 



 

２０２０年４月１日より 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療日時 受付時間 診療時間 

平日 
午前  ８：００～１１：００  ８：３０～ 

午後（月・水） １３：３０～１６：３０ １４：００～ 

土曜日 午前  ８：００～１１：００  ８：３０～ 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Note 

卯月。例年だと春爛漫！の季節です。旧暦 4 月のこの別名は、卯の花の咲く季節が由来とも、またその逆ともいわれています。卯の花は

房になって咲く白い小さな花ですが、とても心和む佇まいです。おからを卯の花と呼ぶのも見た感じがとても似ているからだそうです。古来ヒトは

このような一つひとつの言葉を始めとし自然と密着して参りました。この度の COVID-19 も自然の脅威のひとつですが、皆で智慧を絞って打ち

勝って参りたいと思います。感染対策も一つずつ確実に実施し、安心して治療していただけるよう、尽力いたします。 事務局長 栗林左知 

          診察室 月 火 水 木 金 土 

午前 

１診 
藤原 

9:00～ 
三浦 三浦 

藤原 

9:00～ 
三浦 交代制 

２診       

３診 三浦 竹尾 
竹尾 

9:30～ 
竹尾  交代制 

５診 生形 宮嵜 生形 
田口/好中

（交互） 
鴨打  

６診   鴨打 鴨打   

肛門外科 宇都宮  宇都宮  宇都宮  

午後 
1 診 生形(※1) 休診 鴨打(※1) 休診 休診 休診 

肛門外科 宇都宮(※2) 休診 宇都宮(※2) 休診 宇都宮(※2) 休診 

一般財団法人 防府消化器病センター 

山口県防府市駅南町 14－33 

  TEL： 0835-22-3339（代表）    

  H P： https://www.hofu-icho.or.jp 

 

■交通機関のご案内 

【電車】JR 防府駅よりバス２分（防府市役所前下車） 

または JR 防府駅より徒歩１０分 

【バス】防府市役所前下車 

【お車】山陽自動車道 防府東もしくは防府西インターから 10 分 

外 来 診 療 予 定 表 

（2019 年 1 月 7 日～） 

Access 

Information 

 ※1 都合により代診になる場合があります。  

※2 肛門外科：午後は手術等が中心となりますので、外来受診については当日お問い合わせください。 

土曜日の診療に関しましては、交代制となっております。土曜日の診療予定は受付前に掲示しております。 

出張等で担当医が不在の場合もございますので、受付またはお電話にてお問い合わせください。 

担当医が不在の場合は代わりの医師にて診療を行います。 

外 来 診 療 予 定 表 


