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【大船渡病院基本理念】

優しさと信頼のある医療の実現

【行動指針】

Greet （挨拶する）

Thank （感謝する）

Respect （敬意を払う）

当院は、病院における医療の質の改善に資することを目的

に、(公財)日本医療機能評価機構が実施する「病院機能評価」

の認定病院となっております。認定期間は 5 年間となってお

り、今回、認定を更新するために再受審することになり、1

月 19 日(水)と 20 日(木)の 2 日間訪問審査が行われました。

当日は 7 名（診療 2 名、看護 3 名、事務管理 2 名）のサ

ーベイヤー（評価調査者）が当院に来院して、1 日目は、病

院の概要説明、書類確認、面接調査、病棟の概要確認、症例の

ケアプロセス調査 【サーベイヤーと職員との面接調査】

が行われ、2 日目は、各部署で評価項目に沿った確認調査

が行われました。講評では、サーベイヤーから適切に取り

組まれている点と課題と感じられる点が伝えられ、当院の

医療安全対策や救急患者のほぼ 100%受入れ、医科歯科

連携、医療メディエーターの機能が発揮されていること

などが、秀でた取り組みとして高い評価をいただき、多く

【症例のケアプロセス調査】 の職員が充足感を得たことで、職場の士気が高められました。

2022 年 2 月発行

「病院機能評価」の訪問審査を受審しました！
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今号では、当院の救急患者受入れ状況についてご報告します。令和３年４月から 12 月までの救急患

者数は 8,238 人で、前年度比で 1,080 人（15.1%）増加しております。1 日平均では約 30 人（前

年度比 3.9 人増加）の救急患者の受入れを行いました。

このうち、救急車で来院した患者数は、2,166 人で、前年度比で 396 人（22.4%）増加し、1 日

平均では約 8 人の受入れを行っています。

令和 2 年度は、コロナ禍での受診抑制の影響もあったことから、一般の外来患者のみならず救急患者

も減少しましたが、今年度は外来患者および救急患者、救急車での来院患者とも増加に転じております。

なお、グラフには示しておりませんが、令和元年度との比較では、救急患者数は、1,296 人減少して

おりますが、救急車での来院患者数は、265 人増加しております。

当院は地域がん診療連携拠点病院として、「がん等の診療

に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針につい

て」に基づき、11 月 27 日（土）に「令和 3 年度気仙地

域緩和ケア研修会」を開催しました。

この研修会は、原則として 2 次医療圏においてがん診療

に携わる医師等を対象として行うこととされておりますが、

今年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため、受講者

は当院の職員とし、9 名（初期臨床研修医、薬剤師、社会

福祉士）の参加で開催しました。研修は、講義、ロールプ

レイ/ワークショップ、グループ演習などの形式で行い、シ

ナリオを読み込んで、医

師役等が患者役に説

明する場面を想定して

の演習などが行われ、

伝えることの難しさを

経験し、講師からの助

言を熱心に聞き入る姿

がとても印象的でした。

救急患者受入れ状況のご報告

「令和３年度気仙地域緩和ケア研修会」を開催しました！
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当院では、地域の健康増進に寄与するための活動及び

医療・介護従事者の知識や技術の向上を図ることを目的

として、当院の臨床研修医や認定看護師等が地域の公民

館や学校、医療機関、介護福祉施設などに出向いて健康

講演会や研修会を開催しております。

昨年度からは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受けて、講師の派遣依頼をお断りしたり、講演会等を中

止せざるを得ないことも多々ありました。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大が少し落ち着

【乳幼児学級での臨床研修医講話】 いた 10 月からの 3 か月間に多くのお申込みをいただき、

陸前高田市主催の乳幼児学級で臨床研修医が講話を行っ

た他、認定看護師は、地区公民館での「認知症ケア」や

「新型コロナウイルス感染症の予防対策」、圏域内の医療

機関や介護施設での「BLS 研修」や「褥瘡対策の基本」

などの出前講座を開催することができました。

また、保健所と共催で開催している「思春期保健出前

講座」も一時期休止しましたが、10 月からは日程を再

調整して再開し、13 の小・中・高校で開催しました。

出前講座の内容は下記のとおりとなっておりますが、

1 月からは、職員の講師派遣を一時見合わせております。

【介護老人保健施設での出前講座】

各種出前講座に職員を派遣しました！
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岩手県立大船渡病院患者総合支援センター

TEL：0192-26-1111（代表）FAX：0192-27-7170（連携室）

ホームページ：http://oofunato-hp.com/

.

令和４年２月２日現在

階 受付№ 診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

２診 --- 森岡　英美 二宮　亮 岩手医大医師 岩手医大医師

３診 佐々木　健太 岩手医大医師 ---
［ペースメーカー外来］
森岡　英美/佐々木　健太

（第2、第4）
---

脳神経内科 午前 １診 --- 岩手医大医師 --- 岩手医大医師 盛岡赤十字病院医師

1診 --- --- 岩手医大医師 --- ---

２診 --- --- 盛岡赤十字病院医師 --- ---

３診 --- --- 県立中部病院医師 --- ---

１診 佐々木　駿 佐々木　駿 佐々木　駿 佐々木　駿 佐々木　駿

２診 菊地　敦哉 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦

３診 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦
［肝外来］
遠藤　啓

久夛良　徳彦

４診 山下　晋平 山下　晋平 菊地　敦哉 山下　晋平 天野　朋彦

５診 ---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

--- ---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

１診 伊勢谷　和輝 小野寺　優 --- 小野寺　優 伊勢谷　和輝

２診 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師

３診 鈴木　洋 星田　徹 星田　徹 星田　徹 鈴木　洋

午後 １診 ---
[ 乳腺外来 ]
東北大学医師
（第2、第4）

--- ---
〔 血管外来 〕

応援医師
（第2、第4）

麻酔科

緩和医療科 午前 --- 村上　雅彦 村上　雅彦 --- ---

１診
渕向　透

（完全予約）
---

[ 心臓外来 ]
岩手医大医師
（第2、第3）

岩手医大医師 岩手医大医師

２診 ---
[ 心臓外来 ]

大津　修
[新生児外来]

大津　修
--- ---

田島　育郎
(第1、第3、第5)

奥田　将人
(第2、第4)

２診 森野　豪太 --- --- --- 岩手医大医師

１診 --- --- 岩手医大医師 高田病院医師 岩手医大医師

２診 ---
[ 呼吸器外科外来 ]

岩手医大医師
--- --- ---

脳神経外科 午前 １診 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味

泌尿器科
※3

午前 １診 氏家　隆 塩見　叡 小野　裕太 氏家　隆 町田　愛里沙

午前 １診 --- --- 東北大学医師 --- ---

午後 １診 --- 東北大学医師 --- --- ---

１診

２診

３診

形成外科 午前 １診 --- --- 岩手医大医師 岩手医大医師 ---

１診 道又　利 道又　利 道又　利 --- 道又　利

２診 奥山　雄 奥山　雄 奥山　雄 --- 奥山　雄

１診 福田　一央 ---
福田　一央

（完全予約）
福田　一央 福田　一央

２診 --- --- --- --- ---

１診
福田　一央

（完全予約）
--- --- 福田　一央

福田　一央
（完全予約）

２診 --- --- --- --- ---

※1　（小児科）住田地域診療センターの診療応援は第１・第３金曜日、第４火曜日の午後です。

※2　（整形外科）高田病院の診療応援は水曜日です。

※3　（泌尿器科）住田地域診療センター、釜石病院の診療応援は火曜日です。

診察室等

医師不在のため休診中

妊　婦　検　診　（　同　上　）

循環器内科 午前

１診 岩手医大医師
[ 心臓外科外来 ]

岩手医大医師
（第1、第3、第5）

岩手医大医師 二宮　亮 二宮　亮

血液内科 午前

内      科

消化器内科
午前

外   　科

午前

午前

２診 岩手医大医師 大津　修
[ 乳児健診 ]

大津　修
---

伊藤　潤
石川　秀太

午後

１診 --- ---
渕向　透

(完全予約）

[ 内分泌外来 ]
岩手医大医師（第3）

[ 腎臓外来 ]
岩手医大医師（第4）

[神経外来]
岩手医大医師(第1)

[小児外科外来]
応援医師（第2）

[ 血液外来 ]
岩手医大医師

（偶数月第3）

３診
［予防接種］

伊藤　潤
石川　秀太

--- ---
[ 乳児健診 ]

伊藤　潤
石川　秀太

[ 予防接種 ]
伊藤　潤

石川　秀太

整形外科
※2

午前
１診 奥田　将人 --- 田島　育郎　　　　　　　　 奥田　将人

呼吸器内科 午前

受
付
４

放射線科

受
付
５

産婦人科 午前
常勤医師　金杉知宣、竹下亮輔、田中詩乃、佐藤貴紀、小木田勇人　が交代で診察

耳鼻咽喉科 午前 １診 岩手医大医師 --- --- 岩手医大医師 岩手医大医師

精神科 午前

眼科

午前

午後

皮膚科 午前 １診
及川　東士

（及川皮膚科
クリニック）

岩手医大医師 --- --- 岩手医大医師

１
階

受
付
１

受
付
２

受
付
３

小児科
※1

２
階

受
付
６

岩手県立大船渡病院　外来診療担当医表


