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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。

「春 霞」
畑賀 結の会 岡田 繁宏さん
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５年という歳月
安芸市民病院に勤務し始めてから5年以上になります。人それぞれ、
また場合によりけりでしょうが、「なんと5年間も！長いなあ。」と
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言われれば長く、「まだ、たったの5年間？」と言われれば短く感じ

計

あり、詳細なことはあえて割愛させていただきます。私自身のことで
はありますが、5年という歳月が経過しても、外来の日程を僅かに変
内科副部長
阪田 裕二郎

〒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

暖冬になるのではと言われた冬でしたが、12
月には広島市でも8センチの積雪を記録するなど、
寒い天候が続いています。
例年春が近づくと花粉症に悩まされてきまし
たが、今シーズンは11月から当院の舌下免疫
療法外来を受診し、スギ花粉症の
根治薬であるシダトレンスギ花粉
舌下液を服用しております。
この春は楽に過ごせるでしょうか、
治療効果がたのしみです。
（R.N）

えたりしただけで、基本的な診療体制は極端には変えてはおりません。
何とか現在の診療を5年以上にわたり比較的変わらない状態で続ける
ことができておりますが、医療以外の他の業種でもそうであるように、

5年間比較的変わらない状態であったからといって、今後もこのまま変わらない状態を続け
られるかは確信できません。また、一般に、このような状況であれば、ともすれば、このま
までよいと思いがちになるものです。しかし、昨今の目まぐるしく変わる医療情勢には否が
応でもついていかねばなりません。やはり、他の医療機関の方々と協調、足並みをそろえる
ことが、今後も特に必要となってくることは言うまでもありません。この病院のあるべき姿、
役割などその他いろんな事について、周囲の医療機関の方々、県内また県外も含めた遠方の
医療機関の方々の積極的な御意見を多数お待ちしております。
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専門外来シリーズ

安芸市民病院ではチーム医療に取り組んでいます。

糖尿病透析予防診療チーム

下肢静脈瘤・不整脈外来
下肢静脈瘤は、足の表面を走行している静脈が逆流を起こして生じる病気で
す。初期は見た目も問題はなく、症状もありません。進行すると、静脈が拡張
し、こぶ（瘤）になって触れるようになり、違和感、下肢のだるさ、重さ、ほ
てり、つりやすい、などの症状が出てくるようになることがあります。さらに
進行すると、皮膚の色が濃くなったり（色素沈着）、カサカサになったり、ひ
どいときには、穴があいたり（皮膚潰瘍）、出血したりする人もいます。静脈
髙橋 信也
瘤の血管の中で血液はよどむことがあり、血液が固まって（血栓）静脈炎を合
（広島大学病院
併することもあります（血栓性静脈炎）。
心臓血管外科 助教）
治療法は、軽症の場合は弾性ストッキングの着用による経過観察をしますが、
上記症状が出現した場合は、治療を検討します。硬化療法や、レーザー治療、外科手術を行います。
安芸市民病院では、簡便性・確実性から、現在は局所麻酔での外科手術による静脈瘤切除を行っ
ています。

実は身近な病気！腎臓病をよく知ろう
日時：平成 27 年 3 月 14 日（土） 14:00〜15:30
場所：会議室

在宅復帰に向けたリハビリテーション
超高齢化社会へ対応するため、できるだけ住み慣れた環境で過ごせるように「地域包括ケアシス
テム」という体制作りを国は進めています。当院でも自宅での生活支援に向けた取り組みを行って
おり、4月から一般病床12床を地域包括ケア病床に転換することとしています。この病床では急性
期治療が終わって病状が安定した患者様に対して、自宅への生
活支援に向けた医療や支援を行うことを目的としており、体制
強化を図るためにリハビリテーション科では理学療法士1名を
増員して計5名のスタッフで対応を始めています。
これからは、早期に自宅への退院が可能となるように、さら
に退院後も安心して過ごすことができるように、主治医、看護
師、医療ソーシャルワーカーなどとともに、生活に根ざしたリ
ハビリテーションを積極的に提供していきたいと思います。

ご意見箱

正面駐車場

新駐車場

病院正面玄関

今後の改善方法

この部分が駐車できなくなります。

病院
入口

県

道

バス停

引地 由実子 看護師
（透析看護認定看護師）

平成19年に院内保育園として「すこやか保育園」が誕生し、就学前の
子どもを持つ職員の多くが利用しています。隣接する園庭を備えており、
リトミック教育や自家菜園での芋ほりなど生活の中での楽しい工夫の提
供で、子どもたちはのびのびと園生活を送っています。
開園当初から保育は日中に限られていました。しかし、病院職員
は24時間体制で勤務をしています。そこで、平成26年10月から
夜間保育を開始しました。利用者の反応は上々で、「安心して預け
られるので夜間勤務中も落ち着いて業務に専念できる。また、夜勤
後も夕方まで保育してもらえるので休養も充分とれ子どもたちにも
優しく接することができる」との声をもらっています。
WLB（ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和）を踏まえ、
小さな子どもを育てながら夜勤を希望する職員が、安心して勤務を
続けられるための一つの前進になればと思います。
副院長兼看護部長 川崎純子

安芸医学会で会長賞を受賞しました
緩和ケアチーム

道路拡幅工事に
伴う駐車規制

＊予約不要

講師：曽爾 浩太郎 医師
（広島大学医学部付属病院 腎臓内科）

「すこやか保育園」が夜間保育を始めました

診療内容：循環器一般、ペースメーカ、静脈瘤、シャント
（受付時間 13:00〜15:30）
診察時間：毎週月曜日 13:00〜17:00（予約制）

病院前の県道拡幅工事に伴い右
図のとおり11ヶ所が駐車できなく
なりました。
ご不便をおかけしますが、ご協
力の程よろしくお願いいたします。

糖尿病の患者様とその家族、そして興味のある方に少し
でも糖尿病の知識を持っていただき、健康の維持増進のお
手伝いができればと糖尿病ケアチームを発足しました。そ
の後、糖尿病透析予防診療チームと名称を変え、糖尿病に
よる合併症の予防、進行抑制を目的に加え、活動を開始し
ました。
チームメンバーは多職種（医師、看護師、薬剤師、管理
栄養士、理学療法士、事務）で構成され、専門的な指導に
加え、院内で円滑な連携が出来るよう活動を行っています。
入院される患者様だけでなく、地域の方にも参加いただけ
るよう、ほぼ毎月1回、生活習慣病教室等の教室も開催し
ています。

この度は、当院の駐車場で当て逃げに
遭われた旨、大変お気の毒に存じます。
さて、ご提案のカメラの設置につきま
しては、防犯上の面からも必要ですの
で、設置に向けて検討してまいります。

今回は、一般病棟の非が
ん患者に対して緩和ケアチ
ームが苦痛を緩和し、患者
の希望を実現した関わりに
ついて報告し、会長賞を受
賞することができました。
今後も、患者の思いに添う
活動を頑張っていきたいと
思います。

