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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。

大野 晴也
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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。

平成27年度 生活習慣病教室計画
テーマ：「聞こう！知ろう！やってみよう！」
月 日
セブンイレブン

5/30（土）
6/20（土）
7/18（土）
9/19（土）
10/17（土）
11/20（金）
1/16（土）
2/20（土）
3/19（土）

〒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

内

容

生活習慣病とは
口腔ケアと摂食嚥下について
消化器系の病態について【仮】
物忘れと認知症 薬物療法について
運動療法〜転ばない身体を目指して〜
一日糖尿病教室
食事療法（調理実習）
検査について
腎臓病について

介護の問題が我が家にもやってきました。
老齢の父を母が介護しています。介護中は外
出することもなく、他の人との交流もない生
活です。その中で唯一訪れる看護師さんから
の言葉が、介護者の気持ちを明るくも暗くも
させます。
私は母の電話越しの愚痴を聞き
ながら、医療職は介護者に意見を
押し付けていることが多いと感じ
ました。
これからは介護者の気持ちも考え
て、言葉を選びたいですね。（Y.F）

「春爛漫（尾道 千光寺公園）」
畑賀 結の会

矢野 耕三郎さん

ご 挨 拶
瀬野川堤の桜も散り､日浦山の新緑が目に染みる季節となりましたが、皆様
お変わりないでしょうか。新しい年度を迎え、ご挨拶と同時に最近の病院の
概要と今年度の抱負をお伝えしたいと思います。
広島市医師会運営・安芸市民病院が誕生して14年半が経過しました。この
間､当院は 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 ができるよう努力してまいりました。昨年度の当院の利用者数は、外来
患者延44,256人、入院患者延46,384人と多数の方々に当院をご利用いた
だきました。御礼申し上げます。
昨年度までにハード面では、画像を含む完全電子カルテ化、療養病棟の改
修、病院駐車場の整備、通院抗癌化学療法室の創設、それに伴う検査室の改
病院長
修、エコー室の整備や内視鏡システムの更新、80列CTの整備、人工透析装
三好 信和
置一式の更新等を行い、一部の病気に対しては最新の医療も可能となってい
ます。また、ニードの高い病気に対してわざわざ広島市中心部に行かなくて
も、より専門的に病気の相談治療ができるように専門外来を設け稼働しています。この利用者は、26
年度延4,326人で前年度比2.3倍と好評でした。専門外来や標榜科へのご要望は多々あると存じてい
ますが、今後できるところから要望に応えて行きたいと考えています。今年度は、一般病棟の改修と
その中に12床の地域包括ケア病床を設け、地域に帰るためのリハビリを行います。さらに当院が地域
の皆様から信頼を持って気軽に利用していただける様努力いたします。
病院に対してのいろいろなご要望やご意見があると存じます。これ等を真摯に受け止め、地域の病
院として、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、さらに、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。今年度は、医師の陣容に変わりはありません。新
しいスタッフとして10名の新人（看護師8、薬剤師2）が入りがんばっています。
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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専門外来シリーズ

新任職員紹介コーナー

スギ花粉症外来

看護師
1病棟

2病棟

門瀬

本田

美恵（ﾎﾝﾀﾞ

ﾐｴ）

看護師として就職できた
ことへの期待の反面、不
安もあります。病棟の先
輩看護師の方々にご指導
頂きながら患者様やご家
族の立場になって考えれ
る看護を行っていきたい
と思います。

前川

増加の一途にあるスギ花粉症患者に対して、舌下免疫療法(SLIT:Sublingual
Immunotherapy)を行っています。初期治療を含めた薬物療法とともに、スギ
花粉症治療エキスによる減感作療法により、今シーズン既に高い臨床効果があ
ることがわかりました。自然緩解が稀なこの疾患の罹患率は約25%といわれて
います。厚生労働省の疾患分類で花粉症は「生活習慣病」に分類されており、
QOLを加味した治療の重要性も念頭に診療してまいります。

唯花（ﾏｴｶﾜ

ﾕｲｶ）

笑顔を絶やさず、患者様
やご家族に寄り添った看
護を提供できるよう努
め、頑張っていきます。

岡崎

正宏（ｵｶｻﾞｷ

ﾏｻﾋﾛ）

まだ未熟な面も多いです
が、一日一日を大切に頑
張っていきたいと思いま
す。

谷浦

里奈（ﾀﾆｳﾗ

ﾘﾅ）

不安なこともたくさんあ
りますが、常に笑顔を絶
やさず、患者様の気持ち
に寄り添った看護が提供
できるよう努めていきた
いと思います。

尾形

則幸（ｵｶﾞﾀ

ﾉﾘﾕｷ）

少しでも早く職場に慣れ、
患者様、ご家族から信頼さ
れる看護が提供できるよう
に日々努力していきたいと
思います。

後原

遥（ｾﾄﾞﾊﾗ

ﾕﾐ）

栗原

舞（ｸﾘﾊﾗ

ﾏｲ）

不安なことも多くありま
すが、笑顔を忘れず患者
様に安全・安楽な看護が
提供できるよう、頑張っ
ていきます。

呼吸器内科部長

香河 和義

診療内容： 舌下免疫療法
診察時間： 毎週土曜日 8：30〜12：00（予約制）
（受付時間8：30〜11：30）

薬剤師

アニマルセラピー
ﾊﾙｶ）

分からないことばかりで不
安 なことも多くあります
が、笑顔を絶やさず、患者
様やご家族の方に安心して
いただける看護を提供でき
るよう日々頑張っていきた
いと思います。

透析装置更新

裕美（ﾓﾝｾ

患者様やご家族の気持ち
に寄り添い、安全・確実
な看護を提供できるよう
に、日々努力していきた
いと思います。

前田

育子（ﾏｴﾀﾞ

ｲｸｺ）

日々、勉学に励み、信頼
していただけるように努
力していきたいと思って
います。宜しくお願いし
ます。

西久保

真由（ﾆｼｸﾎﾞ

ﾏﾕ）

皆さまから頼りにされる
薬剤師になれるよう日々
努力してまいります。よ
ろしくお願い致します。

〜幅広い治療が可能となりました〜

透析室開設当初より稼働してきた透析装置も約10年目を迎え、今年2月に透
析システムを全面更新しました。
新しい透析システムの導入により、より安全できれいな透析液で透析治療を
行うことが可能となりました。そのため、血液透析（HD）だけでなく、透析
液を置換液として使用するオンライン血液濾過療法（OHF）や、HDとOHFを
併用したオンライン血液透析濾過療法（OHDF）など、幅広い治療が可能とな
りました。

「地域包括ケア病床」を新設しました！
平成27年4月より一般病床60床のうち12床を「地域包括ケア病床」としました。
地域包括ケア病床とは、急性期の手術や治療が落ち着き病状が安定した患者様に対し、在宅や介
護施設への復帰支援に向けた医療や支援（相談・準備）を専門的に行う病床
です。
医師、看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカーなどが、在宅復帰の
支援を行っていきます。

アニマルセラピーは、動物とのふれあいを通じた生活の
質（QOL）の向上を目的としています。
この度、「アニマルセラピーlef」様のご協力により、
当院緩和ケア病棟入院患者様及びご家族を対象にアニマ
ルセラピーを開始しました。
毎月第3月曜日の午後に、3匹のわんちゃんが訪問に
来てくれます。
そのかわいいしぐさややさしい表情で、患者さんやご
家族を癒してくれています。
ボランティアの皆様ありがとうございます。

お見舞いメールを送れるようになりました
「お見舞いメール」とは、当院に入院されている患者さ
まへメッセージを送り届けるサービスです。
当院ホームページからお見舞いメールをクリックして、
入力フォームより情報を入力していただきますと、職員
が患者さまへお見舞いメールをお届けします。
遠方にお住まい
の方や、忙しくて
なかなかお見舞い
に来られない方は、
是非ご利用くださ
い。

防犯カメラ
ご意見箱で、設置要望がありました
防犯カメラを院内や駐車場に設置しま
した。

