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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。

自動火災報知設備
セブンイレブン

病院・有床診療所などの消防用
設備等の設置基準が拡大され、消
防機関へ通報する火災報知設備と
自動火災報知設備を連動しなけれ
ばならなくなりました。
このため当院では、去る5月に整備を終え、自動的に消防
機関へ通報できるようになりました。

〒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

最も暑い日がやってきました。皆さん体調
管理は大丈夫でしょうか？
8月は夏休み、お盆、花火大会、夏祭り、
帰省などイベントも盛りだくさんですね。私自
身イベント事がとても大好きなのでワクワクす
る月でもあります。熱中症
を予防し、日々の疲れを溜
め込まないように十分な栄
養と睡眠を心がけて乗り切
っていきましょう。 （Y.M）

「航海終えて（ハワイ島）」
畑賀 結の会

矢野 耕三郎さん

安 芸 市 民 病 院 と 私 の 出 来 事
何の前触れもなく、突然腹部に激痛を感じて目が覚めたのは、6年前の3月も終わ
りに近いある日の未明（午前３時頃）の出来事でした。
病院へと思ったものの、その時刻からして躊躇してしまい、夜明けを待ちました。
診療開始時間を見計ってわが家を出発し、腹痛を我慢しながら自らが車のハンドル
を握り安芸市民病院に向かいました。
レントゲン撮影をはじめ様々な検査の後で、主治医の先生から「原因が何であるか
は特定できないけれど、内部で何か異常な状態となっている事が想定されるので直ち
に開腹手術をする必要があります、すぐにご家族を呼んで下さい」と告げられました。
そして午後になり、手術台の上での麻酔注射を施された後、間もなく意識がなくな
りました。
畑賀学区連合町内会
その後、数時間を経て薄暗い病室のベッドの上で点滴やらチューブ等が身体のあち
会長 土井長 勉
こちに取り付けられ身動きできない状態で、たった一人で居る事と、真夜中である事
がぼんやりと分かってきましたが、再び深い眠りにつきました。
翌朝、往診に来られた主治医の先生から、腹痛の原因を次のように説明して頂きました。
「病名は『小腸穿孔（しょうちょうせんこう）』と云い、小腸にくっついている憩室（けいしつ）というものが
炎症を起こし穴が開きかけていたのです。憩室は赤ちゃんの頃には誰にも有るのですが、殆んどの人はいつの間
にか消滅するのです。しかし、時たま貴方のように消えずに持ち続ける人もいます。 更に「このまま放置してい
たら毒素が体内に回り大事に至ったかもしれませんが切除手術をしましたので、これからは良くなるばかりで
す」と申されたのです。
《自分は不必要なものを60年余りもお腹の中に抱えていたのか》、と思わず苦笑してしまいました。
速やかな処置（手術）を施して頂いたお陰で元気を取り戻す事ができ、有り難かったという感謝の念は今でも
忘れておりません。
最後に一言申し添えさせて頂きますと、私達が安心して暮らせるよう地域医療を担って頂いている安芸市民病
院には更なる医療の充実を図って下さる事とご期待申し上げます。
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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。

認知症ケアチーム
高齢者の4人に1人が認知症、または、その予備群であるとい
われている今、「認知症」という言葉をよく耳にするようになり
ました。2病棟には、高齢の患者さんが多く、認知症のある方も
入院しています。認知症患者さんと接する中で、認知症患者さん
へのケアの質を向上していくことが必要であると感じ、昨年の準
備期間を経て、今年度より認知症ケアチームを発足しました。毎
月チーム会を開催し、現在は浴室、食堂のレイアウト変更、病室
からトイレまでの案内表示の工夫などに取り組んでいます。チー
ムメンバーは、認知症ケア専門士の資格を取得した看護師・介護
福祉士の8名です。専門性を活かした両職種の協働を強みとし、認知症患者さんが過ごしやすい療養環境づく
りを行っています。

生活習慣病
教室のご案内

月

日

内

循環器内科外来

を始めました

動脈硬化の危険因子は高血圧、糖尿病や脂質異常症などです。食生活の欧
米化や運動不足から心血管疾患が増加しています。脳梗塞や心筋梗塞をおこ
さず、ぴんぴんして一生を送ることが一番です。

担当医師

井上 典子

診療内容： 循環器一般、高血圧、動脈硬化
専門分野： 循環器一般、高血圧、動脈硬化、抗加齢医学、スポーツ医学
診療時間：毎週火曜日 13：30〜16：30（予約制）
（受付時間 13：30〜15：30）

容

9月19日（土） 物忘れと認知症の違い、生活習慣病と認知症の関係、認知症予防に役立つ体操など

高齢者肺炎球菌 予防接種のご案内

生活習慣病講演
5月30日に「生活習慣病とは」と題して生活習慣病教室を行いました。今回の講演の目的は、
『なぜ、頭では判っていても健康を維持するための良い行動ができないのだろうか？』ということ
を理解していただくことでした。
「行動経済学」という学問があります。これは「経済心理学」とも呼ばれている学問で、これによ
ると「人間というものは目先の利益を求めて非合理な行動をとる傾向がある」とされています。つ
まり、日常生活のなかでは「将来の健康より、目の前の饅頭をつい食べてしまう」というような行
動をとりがちになるということです。
『望ましい行動』の中に本来の目的である『健康』以外のさらに魅力的な目的を作り出せば、目の
前にある欲求に打ち勝って続けられる可能性が高くなります。
「望ましい行動に」なにかワクワクするような意味を見つけましょう。そして、健康寿命をのばす
ために、自分の体のメンテナンス（定期点検（検診）、早期修理（治療））をしましょう！
（内科部長 増田憲治）

緩和ケア市民公開講座
●日程：9月26日（土）
●場所：3階会議室
●内容
①緩和ケア病棟見学・アロマセラピー体験 12時00分〜13時30分
②講演「人の生死と余命について」
13時30分〜14時30分
講師 世田谷区保健センター所長 中島宏昭先生
（長年、呼吸器内科医として臨床にかかわり、命と真摯にむきあっ
中島 宏昭（なかじま ひろあき）
てこられた経験から、人の命についてお話ししていただきます。） 昭和20年2月生れ
昭和大学医学部卒業（昭和46年）、同大学第一内科入局
国立がんセンター（現・国立がん研究センター）肺がん診断部研修（半年間）
●会費：無料（事前申し込み不要）
米国Mayo Clinic（メイヨー・クリニック）免疫・アレルギー部留学（2年間）
昭和大学第一内科助教授、東京都立荏原（えばら）病院内科部長を経て、
●問い合わせ：地域連携室 ☎082-827-0123
平成12年新設の昭和大学横浜市北部病院、呼吸器センター長、教授、副院長
平成22年定年退職後、モンゴル国立第３病院のアドバイザー医師
平成24年10月から公益財団法人・世田谷区保健センター所長
昭和大学客員教授・東京女子医科大学診療教授も兼務

接種期間
平成27年7月１日（水）から平成28年3月31日（木）まで
接種対象
○広島市在住の方を対象に、当該年度に
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
※対象者へは広島市より接種票及び予診票が送付されます。接種時にご持参ください。
○すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外となります。
自己負担額
○4,700円
（接種票のない方は、通常料金 7,930円となります。）
○自己負担金額免除対象者（対象年齢に該当する者で、生活保護世帯に属する者及び、
市・県民税所得割非課税世帯に属する者）は負担額免除
※負担額免除の方は、確認書類を接種日当日に病院へ持参してください。
ご希望の方は受付までお申し出ください。
代表電話 082-827-0121

一旦停止をお願いします
病院の新駐車場前の道路は通学路になっています。
一旦停止をしない車が多くあぶないとの意見があるため、安
芸区役所の許可をいただき、新駐車場前の道路に通学路と表示
しました。
新駐車場をご利用の際には、一旦停止をし安全確認をお願い
します。

