
 

   

 

  

 

 

 

私たちは、地域の人々にやさしさと思いやりを持って良質な医療を提供し 

愛され親しまれ、信頼される病院づくりに努めます。 
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患者様に使用する医療器材は、感染を起こさないように滅菌処理を行っています。 

その滅菌処理の方法には、①蒸気と高圧によって行う高温高圧水蒸気滅菌法 ②エチレンオキ

サイドガスを使用する EOG 滅菌法 ③過酸化水素ガスを使用する過酸化水素ガスプラズマ滅菌

法等があります。 

この度、上記③の滅菌を行う装置である「ステラッドＮＸ」が当院の中央材料室に導入されまし

た。この装置で滅菌可能なものには、金属製品・プラスチック製品・ガラス製品・ゴム製品・セラミッ

ク製品の器材が挙げられます 

このステラッド NX は従来の装置より処理能力が向上しているため、大幅な滅菌時間の短縮が

可能となりました。また、大型フルカラー液晶タッチセンサーが導入されており、滅菌状態を液晶パ

ネルで確認できるようにもなっています。 

私たちは、これからも、患者様へ安全な医療器材を提供できるように確実な滅菌作業に心掛け

ていきます。 

過酸化水素ガス ステラッドを更新しました 

委員会紹介 

当委員会は第61号(2019年4月発行)でご紹介した『防災委員会』の下部組織になります。各部署から選出された 14

名の構成メンバーで ① 防災訓練の実施  ② 防災計画の立案 などに取り組んでいます。 

現在は②の一環として、発生の予測が難しい大規模災害に備えた「事業継続計画(通称：BCP)」 

の策定に力を入れています。月 1回の部会にて行われる策定の協議は現在 22回目を迎えて 

おり、当院の実情に即した BCPの完成は間近となっています。 

また、完成はゴールではなく、その後も随時改良を加え、より良い計画としていきたいと考えてい 

ます。今後も患者様の安全確保を最優先とした部会運営を目指します。 

防災対策部会 



 

 

 

今回は手と頭の体操をご紹介します！ 

途中で混乱してしまっても、出来なくても全然ＯＫ♪ 

やってみることで頭の体操になります！ 

空いた時間に、ぜひチャレンジしてみてください☆彡 

 

！！注意点！！ 

⇒どの運動も安全面に注意し、無理のない範囲で実施して下さい。 

運動後はしっかりと水分補給しましょう☆ 

第 6回「手と頭の体操」 

やってみよう! リハビリ体操

(^^♪ 
 

 ２ 

指くるくる運動 

 

両手の指先を合わせ、右の

親指と左の親指をくるくると回

す。出来たら、人差し指・中指

‥と他の指も実施しましょう。 

出来たら反対回しを！！ 

 

グーパー運動 

 

腕を伸ばして左手パー、胸の前に右手グーを作

る。「せーの」で今度は胸の前が左手グー、腕を

伸ばして右手パーにするというのを繰り返す。 

「もしもしカメよ～♪」など歌いながらすると、さら

に難易度ＵＰ！ 

 

 

後だしじゃんけん 

 

後だしじゃんけん 

「じゃんけん・ほい・ほい」の 

リズムで、先に出した方の後に

出して勝つ（もしくは負ける） 

1人で右手と左手を使ってやっ

ても OK★ 

 

免疫力を高めるレシピ 

 

材料 （4人分） 

甘塩鮭（４等分）・・・2切れ    

しいたけ（千切り）・・2個 

大根（いちょう切り）・・・・・10cm 

人参（半月切り）・・・・・・・10cm 

ごぼう（2mm幅に斜め切り）・・10cm  

こんにゃく（ちぎって下茹で）・・1枚 

油揚げ（3cmの千切り）・・・・・1枚 

生姜（すりおろし）・・・・・・・１片 

ネギ（小口切り）・・・・・・・・適量 

◎水・・・・・・・1200cc   

◎だしの素 ・・・・小 2 

味噌 ・・・・・・・大 3  酒粕 ・・・・・・・150g～ 

【作り方】 

① 具材を切る。 

② 鮭は 3等分に切り、熱湯をかける。 

こんにゃくは下茹でする。 

③ 鍋に◎だし汁を沸かし具材と魚を

入れる。酒粕も手で小さくちぎり入

れる。 

④ 中火で具材がやわらかくなるまで

煮る。 

⑤ 味噌を溶き入れる。 

⑥ 盛り付け、ネギを散らす。 
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委託業者紹介 

面会の制限 

地域の医療を守るパートナー企業のご紹介 

弊社は昭和 38年 7月設立の山陽小野田市に本社を置く会社です。 

病院基準寝具をはじめとするリネンサプライ事業を中心としており、山口県

内医療機関･福祉施設様の 7割(650件)、約3万床の寝具を取り扱っていま

す。寝具以外にも、病院職員様の白衣や患者様のタオル･病衣･検診衣といっ

た洗濯を伴う物品リースの他、電動ベッドから紙オムツに至るまで様々な商品

販売を行っています。平成28年4月には岩国営業所(岩国市周東町)を構え、

福祉用具レンタル･介護用品販売･住宅改修事業を開始し、在院時のみならず

在宅生活でも皆様のお役に立てるよう努めています。 

大和総合病院様とは寝具･病衣･タオル等のリース及び白衣や患者様持込

み衣類等の洗濯業務で長年にわたりお世話になっております。院内の事業所

には弊社職員 4名を配属し、リネン類の管理や洗濯場の運営、定期シーツ交

換(ベッドメイク業務)を通じて職員様の業務軽減及び患者様の療養環境向上

のお手伝いをさせて頂いています。 

今後も安心･安全で清潔なサービスを提供してまいります。宜しくお願い致し

ます。 

西日本医療サービス株式会社 
http://www.nishinihoniryou.jp/ 

 

株式会社ニチイ学館 

https://www.nichiigakkan.co.jp/ 

弊社は、1968年の創業以来、「社業の発展を通して豊かな人間生活の向上に貢献する」という経営理念のもと、「医療

関連」「介護」「保育」を柱に、社会環境の変化やニーズを見つめ、時代を先取りした新しい価値やサービスの創造に取り

組んでおります。 

 大和総合病院様には長年、多くの部署に医療事務のプロフェショナルとして当社スタッフを配置いただいております。各受

付やカルテ作成、診療費の計算など地域の皆様と関わる機会も多く、現在は 22名のスタッフ全員が患者様の目線に立

ち、ご安心いただけるような対応を日々心がけております。大和総合病院様とともに一層のサービス品質向上に取り組むと

ともに、介護や保育等の地域に根ざしたサービスを切れ目なく提供することで、地域の皆さまの豊かな生活に貢献出来る

様、努めて参ります。 

 これからも人を想うやさしさで社会を支える事業を展開し、50年以上に亘り築き上げてきた事業基盤・サービスノウハウ、

そして「人」の力で、人々と社会に貢献出来る様、努めて参ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。 
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診 療 科 受付時間等 月 火 水 木 金 備考

板垣 達則 赤﨑 信正 板垣 達則 藤原 大輔 松尾 清弘

藤原 大輔 井本 友加 松尾 清弘 竹田 孔明 井本 友加 ・診療開始8:30～

市川 淳二 縄田 純也

脳神経内科 予約制 － － － － 前田 敏彦 ・診療開始13:30～

外　  科 13:00～15:00 山本 直宗 － － 田中 裕也 －

・午前診療11:00～12:00
・午後診療13:00～15:00
※午前の診療は予約制となって
   おります。

整形外科 予約制 － － － 川添 智広 －
・診療開始14:00～
・初診診療は行いません。

婦人科 8:00～10:30 － 山口大学医師 坂井 宜裕 爲久 哲郎 －

・診療開始8:30～
・火曜日は山口大学からの
   非常勤医師が交替制で診
   療いたします。

小 児 科 8:00～11:00 山縣 由希子 － 山縣 由希子 山縣 由希子 － ・診療開始９:00～

眼 　  科 13:00～14:00 － － － 山口大学医師 －
・診療開始13:00～
・診療は第1、第3木曜日
　のみです。

耳鼻咽喉科 8:00～11:00 佐野 先 佐野 先 佐野 先 佐野 先 佐野 先 ・診療開始8:30～

歯科・口腔外科 8:00～9:00
水柿 雄三
小野 馨照

水柿 雄三
野田 健人
小野 馨照

水柿 雄三
小野 馨照

水柿 雄三
小野 馨照

水柿 雄三
小野 馨照

・診療開始8:30～
・午後の診療は予約制と
　なっております。

※休診のご案内は院内掲示及びホームページ（https://h-yamato-hosp.jp）をご参照ください。

診療科 予約

小児科 要

歯科口腔外科 不要

要

要

要

要

要

要

地域医療連携室 不要

   発行日：2021年3月　発行責任者：病院広報誌編集委員会

外 来 診 療  担 当 医 表 

8:00～11:00

令和3年3月1日

※リハビリ（電気療法含む）は予約制となっております。

内　　　　　容 診察日 受付時間

※自動再来受付機は、７時より稼動しています。

専門外来、予防注射、人間ドックのご案内

　乳児健診・予防接種 月・水・木曜日 １０:００～１１:００

　障がい者専門外来 火・木曜日 　８:００～　９:0０

月～金曜日 　９:１５～　９:３０

　日帰り人間ドック 月～金曜日 　８:００～　８:４０

　さわやか健診 月～金曜日 　８:４０～　９:１０

健診科

内　  科

　乳がん検診 午後(６月～２月) 火曜日 １４:００～１５:００

　医療相談など 月～金曜日 　８:１５～１7:００

　子宮がん検診 火～木曜日 　９:３０～１０:３０

　乳がん検診 午前 火～木曜日 　９:３０～１０:３０

　特定健診
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