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私たちは 患者様の立場にたって、
信頼され 満足される、
地域に密着した医療を提供します。
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＊土曜日は平常通りの診療をおこないます。
＊土曜・日曜・祝日の18：00〜23：00は急患の受付を行います。
＊月曜日、金曜日の午後からは、手術の予定となっております。
＊急患には随時対応いたします。尚、紹介状等のFAXは地域連携室
（827-0548）に送信ください。
＊小児科の月曜日午後は予約制の予防接種となります。
（毎月第2・第4金曜日の13：00より予約制のBCG接種）
＊検査や入院につきましては地域連携室にお気軽にご連絡ください。
（受付時間：8：30〜17：30 水・日曜・祝日を除く）
検査…上部および下部消化管の内視鏡検査・気管支鏡検査は予約制です。
胃透視・注腸検査・腹部エコー・心エコー・CTなどは適宜施行します。

「天まで響け（品秀寺）」
畑賀 結の会 矢野 耕三郎さん

年度初めのご挨拶

パンジー寄贈
セブンイレブン

今年も、畑賀小学校
の児童の皆さんより、
とてもきれいなパンジ
ーのお花をいただきま
した。楽しいメッセー
ジとともに春を運んで
くださいました。
いつも、ありがとう
ございます。

早いもので新年度が始まりもうすぐ2か
〒736-0088 広島市安芸区畑賀二丁目14番1号
TEL（082）827-0121（代表）
FAX（082）827-0561
URL：http：//www.hosp.city.hiroshima.med.or.jp/
■ 診療科目
内
科
外
科
呼吸器科
循環器科

■ 受付時間
午前8時30分〜午前11時30分
リハビリテーション科
午後1時00分〜午後 3時30分
小児科
■ 診療時間
緩和ケア
午前8時30分〜午前12時00分
人工透析
午後1時00分〜午後 5時00分

月経ちます。季節の移り変わりは早く、
来月には梅雨の到来です。今年はたくさ
ん雨が降るのでしょうか。私の梅雨の季
節の楽しみは紫陽花の開花です。雨に濡
れながら綺麗に咲いている紫陽花は、じ
めじめした気持ちを爽やかにしてくれま
す。

（A.S）

当院が、旧国立療養所・畑賀病院から公設民営の広島市医師会運営・
安芸市民病院に変わり13年、この間、大きな事故も無く過すことができ
ましたことは、地域の皆様のおかげと感謝しております。安芸市民病院
は、 患者さんの立場に立ち信頼され満足される地域に密着した医療
に邁進してまいりました。今後とも、今までの方針を地道に推進すると
ともに、明るく活気に満ち、何かきらりと光る特徴ある病院になりたい
と考えています。最終的には、この病気なら ぜひこの病院で治療を受
けたい 、また働く人には この病院でぜひ働いてみたい と思えるい
わゆる マグネット病院（人を引きつける病院）を目指してまいります。
病院長 三好 信和
昨年度は、病院のハード面での充実を図りました。すなわち、がん対
策の一環として外来棟に がん化学療法室 を設け、画像診断では、最
新の内視鏡システムと心臓や大腸検査も可能にした80列CT装置を導入いたしました。ソフト面
では、一部の病気に対して専門外来を設け、より専門的に病気が相談できるようにいたしました。
さらに、健康になんとなく不安を抱える方や担当医の指示をより詳細に実行するための看護相談
外来等を設けていますので、ぜひご利用ください。また、今年4月には、最も新しい病院機能評
価（一般病院1）の更新審査を受け、認定されました。
今年度も、また新しいスタッフが入ってがんばっています。診療部では内科・外科ともにベテ
ランと新進気鋭の医師3名が着任し、看護部等では12名の新しい顔がそろいました。病院に新し
い風が吹いてくるような予感がいたします。今後とも、地域の皆様方にはより充実した医療や情
報を提供していく所存です。引き続き、ご協力ご支援をお願いいたします。
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3

専門外来シリーズ
糖尿病専門外来 4月より、糖尿病専門外来が週2回に充実されました。

新任職員紹介コーナー
医

広島大学第二内科からの応援医師の診療です。慢性疾患で
ある糖尿病は治療中断せず長期にわたって付き合っていくこ
とが必要です。インスリンや内服薬を上手に利用しながら良
好な血糖管理が行えるよう一緒に頑張っていきましょう。

師

外科診療部長

藤本

三喜夫（フジモト

内科部長

増田

ミキオ）

これまでの消化器外科および化学療法の経験
を生かし、地域の皆様のお役に立てますよう
努力いたします。よろしく御指導・御鞭撻い
ただきますようお願い申し上げます。

内科医師

宮木

ケンジ）

今までは呼吸器内科、感染症を中心に診療し
ておりました。当院では内科全般の診療を致
します。病状について難しく感じられること
をできるだけ分かりやすい説明になるよう心
がけます。よろしくお願いします。

看護師

穐山

憲治（マスダ

大久保 博史
（火曜日）
理恵（ミヤキ

天﨑

麗子

最新の心臓CTで、心臓の血管の検査をしましょう

こずえ

患者様や御家族を第一に
考え、安全で心配りのあ
る看護が提供できるよう
努力していきたいと思い
ます。

河野

福美

二谷

１日でも早く職場に慣
れ、患者様とご家族に安
心、信頼されるような看
護ができるように努力し
たいと思います。

千尋

患者様やご家族の気持ち
に寄り添い笑顔で安全な
看護が提供できるよう頑
張っていきたいと思いま
す。

堀川

ユキ

山本

患者様やご家族の方に安
心できる看護を提供でき
るよう、誠実に、笑顔で
日々学ぶ姿勢を大切に努
力していきたいと思いま
す。

菜那衣

不安なことも多くありま
すが、笑顔で患者様の気
持ちに寄り添った看護を
提供し、信頼して頂ける
よう努め、頑張っていき
ます。

德永

春香

湯浅

患者様や家族の方の1分1
秒を大切にし、心からの
看護が行えるよう、日々
頑張っていきたいと思い
ます。

千恵

患者さまやご家族にやさ
しさと思いやりを持って
誠実な看護を提供できる
よう努力していきます。

2病棟

森元

リエ）

内視鏡検査・治療を中心に内科
全般の診療を行います。よろし
くお願いいたします。

1病棟

患者様に寄り添い、安
心・安全で質の高い看護
を提供できるようにがん
ばっていきます。

外

彩

笑顔をたやさず、患者様、
家族様を１番に考えれるよ
うにし、スタッフの方々と
協力しながら安全・安楽な
看護をしていけるよう努力
していきたいと思います。

藤尾

来

和歩

常に笑顔で、患者様・御
家族の方と関わり、確か
な技術を身に付け、落ち
着いて看護が出来るよう
に頑張っていきたいと思
います。

平成26年度 生活習慣病教室計画
年間テーマ：STOP! 生活習慣病
月

日

テーマ

5月13日（火） 生活習慣病まるわかり教室
6月21日（土） 口腔ケア ／ 運動療法
7月19日（土） 定期健診のススメ 〜検査を受けて、めざせ健康！〜

大野 晴也
（金曜日）

診療内容： 糖尿病
診察時間： 毎週 火・金曜日 8：30〜12：00（予約制）
（受付時間 8：30〜11：30）

教室は14：00〜15：30に行います。
材料費、食費等の参加費を頂く場合がございま
す。日時が変更になる場合がございますので、
外来スタッフまでお問い合わせください。
9月以降の日程については、8月発行の第45
号に掲載します。

80列CTを導入したことにより、心臓のCT検査が
できるようになりました。
心臓を栄養している冠動脈が細くなっていたり、詰ま
っていたりするかどうかの評価を行うことができます。
1）ときどき胸の症状がある。
2）胸がしんどかったり息苦しかったりする。
3）心臓の病気が気になる。
などの場合には主治医にご相談ください。（原則、
木曜日の午後、髙橋医師の外来で受付けています。）
検査の手順は、1）診察、2）検査、3）結果説明
となります。検査は、造影剤の点滴で行い、所要時間
は20分程度ですが、脈拍を遅くする薬を検査の1〜2
時間前に内服していただきます。また、実際の画像を
3次元で再構築するのに時間が必要ですので、翌週に
結果の説明を行います。
（担当医師 髙橋信也）

地域連携室がパワーアップしました！
平成26年度から地域連携室のソーシャルワーカ
ーが2名増え、4名になりました。地域の医療機関
や施設との連携において、スピード・質の充実・き
め細やかな気配りなど、これまで以上に活動内容が
目に見える地域連携室になろう！と張り切っており
ます。
地域完結型医療の推進のため、心新たに邁進いた
しますので、よろしくお願いいたします。

今岡

明子

丁寧に一つ一つ仕事に取
組んでいきたいと思いま
す。努力を怠らず、常に
前向きに頑張っていきま
す。どうぞよろしくお願
い致します。

佐々木 希
分からないことばかりで不安も多
くありますが、患者様や御家族様
の気持ちに寄り添い１人ひとりを
大切にした支援のできる医療ソー
シャルワーカーになれるよう、努
力していきたいと思います。

