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第52号
広 島 市
医師会運営

外来診療担当医表

平成28年4月1日〜

the outpatient department medical treatment medical attendant

月曜日

午前
内科

リハビリテー
ション科

午後

大森慶太郎 吉川 一紀 大森慶太郎
香河 和義 増田 憲治 香河 和義

大久保博史
院外医師
藤本三喜夫 三好 信和

初再診 浦部 和秀 藤本三喜夫
髙橋 信也
伊藤 典子 伊藤 典子
初再診 伊藤 典子 藤井
坂野

肇

堯

山中 啓司 山中 啓司

化学療法室

香河 和義 増田 憲治

緩和ケア 予約制 初再診 松浦 将浩 松浦 将浩

安芸中野駅

影橋 畑賀川
安芸
市民病院前 セブンイレブン
至 府中町
幹線
陽新
JR山

GS

ユアーズ
瀬野川店

2

交通機関のご案内

広島バスセンター→広島駅→
国信橋→安芸市民病院前下車

「安芸中野駅」
で下車
徒歩20分、タクシー5分

曽
爾
浩
太
郎
広
大
腎
臓
内
科

鬼武／吉川
浦部 和秀 藤本三喜夫 三好 信和
三好 信和 浦部 和秀 浦部／藤本
手術日（担当医）
藤本三喜夫 浦部 和秀 浦部 和秀
伊藤 典子 伊藤 典子
藤井

肇 藤井

肇

藤井

肇

山中 啓司 山中 啓司 山中 啓司
香河 和義 藤本三喜夫 藤本三喜夫
松浦 将浩 松浦 将浩 松浦 将浩
香河／増田

午前

吉川 一紀 鬼武 敏子

吉川 一紀 鬼武 敏子 鬼武 敏子

午後

吉川（鬼武）鬼武（吉川）

鬼武（吉川）吉川（鬼武）鬼武（吉川）

吉川 一紀 吉川 一紀

吉川 一紀 吉川 一紀 吉川 一紀

国信橋

഼ড়୰കڮؙਜ਼োೖ
今年で31回目を迎える歴史ある畑賀一周駅伝。安芸市
民病院駅伝部は、半年も前からメンバー選考を行い、優
勝を目指してこの日のために準備をしてきました。結果
は惜しくもフリーの部で 2 位（全体では 4 位）でした
が、沿道の方々に多くの声
援を頂き、最後まで気持ち
よく走りきることが出来ま
した。来年もまた優勝目指
して頑張りますので、応援
よろしくお願いします。

〒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

休
診
日

貫道橋

●バス
（芸陽バス）
畑賀ゆき
●JR山陽本線

健司

※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・休日を除く）
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。

至 東広島

瀬野川

文

畑賀郵便局
〒

JR山陽本線

畑賀
小学校

大森／増田

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

理 念
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。

増田 憲治 香河 和義 吉川 一紀

）

人工透析

気管支鏡
検査
上部内視鏡
検査
下部内視鏡
検査
検査室
責任者

沖

大森慶太郎 大森慶太郎

安芸市民病院だより

1

土曜日

再診 香河 和義 増田 憲治

（

午後

金曜日

鬼武 敏子 大森慶太郎 増田 憲治

午前のみ 初再診 三好 信和 藤本三喜夫
午前

小児科

木曜日

初診 増田 憲治 香河 和義

午後 初再診

外科

水曜日

再診 鬼武 敏子 吉川 一紀
初再診

午前

火曜日

平成28年5月20日発行

4 月、新年度スタートの月を迎え、当院に新
しいスタッフが仲間入りし 1 か月が経ちまし
た。新人さんのフレッシュな意見から学べるこ
とを日頃の看護に活かしていけるよう、私自身
も気持ち新たに奮起しています。
そして、我が家にも、新しい生活へスタート
を切った小さな姫がおります。まだまだ、泣き
ながら、重たく光るランドセルに背負われ登校
しています。自身が幼いころを思い返しながら、
辛いことも楽しいことも一つ一つ自分で受け止
め成長してくれることと信じ、働く背中を見せ
ていこうと思っています。
（C.F）

「初夏の渓流」
畑賀 結の会 寺田博司さん

平成28年度

ご挨拶

山麓や川土手をピンクに染めていた桜もアッという間に散り､ 山々には新緑が目に染みる
季節となりましたが皆様お変わりはないでしょうか。当院が広島市医師会運営・安芸市民病
院となって15年半が経過し、昨年度の当院の利用者数は外来利用者数延44,518名（対前年度
比100.6％）
、入院患者数延総数46,384人（対前年度比98.8％）と多数の方々が当院をご利用
いただきましたことを御礼申し上げます。またこの 3 月、広島市との間で新しい基本協定書
を結び、引き続き今後10年間広島市医師会が指定管理者となり、今まで同様、公設・民営の
市立病院として地域医療を担うこととなりました。
病院は昨年度までで、外来機能や病棟の改修などを行い、体裁は一応ほぼ整ってきたと思
います。しかし入院病棟に関しては昭和50年〜53年にかけて建築されたもので、耐震性や耐
用年数から、いつ起こるかもしれない災害に対応できるか不安です。一方広島市は、今年度
「建て替えを検討する」としており、建物自体の「新築調査費」が付きましたので新築が行
病院長
われるのは近いと考えています。
まず、平成28年度の診療体制についてお知らせいたします。この 4 月 1 日付をもって副院
三好 信和
長に藤本三喜夫外科診療部長、診療部長に吉川一紀内科診療部長が昇格し、消化器内科に鬼
武敏子医師（宮木医師と交代）、呼吸器・総合内科に大森慶太郎医師（阪田医師と交代）、外科に浦部和秀医師（岡野医師
と交代））
と新進気鋭の 3 名の医師を迎えました。よろしくお願いいたします。陣容は従来どおり常勤医師10名（内科医 5 名、
外科医 3 名、透析医 1 名、緩和ケア医 1 名）
、非常勤の小児科医 2 名で合計12名です。また専門外来担当医として週 1 回
5 名の先生方に来ていただいております（診療担当に関しては裏面一覧をご覧ください）。
わが国は本格的少子超高齢化社会に入り、2025年を見据えて、病院機能の見直しと病棟機能の再分化がなされようとし
ています。地域の人たちの健康と医療を担ってきた当院の役目は、当院でできる治療は当院で治療し、重症度の高い専門
的疾患についてはその後方支援をすることを目的としておりました。さらに最近では患者さんを地域に返し地域全体で支
援を行うことを担うような病院になることが求められています。このためには病院はどのように変身すべきか考えている
ところです。地域の皆様のご意見を歓迎いたします。
このように時代の流れに沿った方針も大切なことですが、医療・看護の原点は患者さん一人一人がいる現場です。私た
ちは従来どおり患者さんにとって“この病院で治療してよかった”と思われる病院により近づくよう努力いたす所存ですの
でよろしくお願いいたします。
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生化学自動分析装置の更新

新任職員紹介コーナー
事 務

事務部長

沖本 昭彦（オキモトアキヒコ）
4 月から事務部長に就
任しました沖本と申しま
す。
地域に密着し、信頼さ
れる病院となるように精
一杯頑張ります。

（写真上段左）

宍戸 理恵

医

内科副部長

鬼武 敏子（オニタケトシコ）

主に消化器内科の診療
と 内 視 鏡 検 査・ 治 療 を
行ってきました。当院で
は内科全般の診療も行い
ます。よろしくおねがい
致します。

師

内科副部長

大森 慶太郎（オオモリケイタロウ）

これまで呼吸器内科、
感染症、一般内科の診療
を行ってきました。地域
の皆様のお役に立てるよ
う頑張って参ります。

１病棟看護師

患者様一人ひとりと深く関わ
り、笑顔を絶やさず、信頼される
看護師になれるよう、努力してい
きたいと思います。

外科副部長

浦部 和秀（ウラベカズヒデ）

外科・消化器外科が専
門です。博士号、専門医
資格を取得して参りまし
た。地域の皆様に安心・
安全の医療を提供できる
ように頑張ります。

（写真上段右）

畝本 佳代子

未熟者ですが、笑顔と謙虚さを
忘れず、患者様ご家族によりよい
看護を提供できるよう、日々努め
ていきたいと思います。

（写真上段中）

今村 嘉孝

不安なことも多いですが、少し
でも早く職場に慣れ、患者様の気
持ちに寄り添った看護が提供でき
るように頑張っていきます。
（写真下段右）

大上 美千子

相星 江里

不安でいっぱいですが 、一日
一日を大切にし、笑顔を忘れず、
患者様やご家族に寄り添った看護
が提供出来るよう、努めていきま
す。

境江 ひと美

患者様とそのご家族に少しでも
安心して療養して頂ける様、心配
りが出来る看護師になりたいと
思っています。
（左中）

中村 彩音

不安なことは尽きませんが、病
棟の特徴を理解し患者様に安全で
確実な看護を提供できるよう頑
張っていきます。

内視鏡外科手術システムの更新
この度、内視鏡外科手術システムの更新が完了いたしまし
た。
オリンパス社製の最新モデルVISERAシリーズ “VISERA
ELITE”を導入いたしました。
細径ながらHD化を実現した 5 ｍｍスコープを採用いたしま
した。
また、最先端のエネルギーデバイスとして、バイポー
ラーによる血管封止と超音波による迅速な切開が可能な

（写真下段左）

（左端）

生化学自動分析装置とは血糖値や中性脂肪など生化学項目
を測定する機械です。
これまでは、検査件数が多い時は検査時間に約 1 時間を要
していました。このたび、検査時間の短縮などのため、更新
となりました。
新しい機械になって処理能力は上昇し、通常時の検査時間
は約30分と今までと変わりませんが、検査件数が多い時の検
査時間は約40分に時間短縮しています。また、現在より検査
項目数を増やせるため、より幅広く迅速な検査が行えるよう
になりました。

患者様とそのご家族が常に笑顔
でいられるように、安心、信頼さ
れ気持ちに寄り添った看護が提供
出来るよう、努めていきたいと思
います。

2 病棟看護師

“THUNDERBEAT”も導入いたしました。
今後はこれらの最新の機器を駆使して、単孔式腹腔鏡下胆
摘術〈SLS〉をはじめ大腸・胃手術等にも積極的に取り組
む所存でありますので、地域の先生方におかれましては、今
後ともよろしく御指導・御支援いただきますようお願い申し
あげます。

生 活 習 慣 病 教 室 月 間 予 定

（右中）

芥川 瑞季

不安な気持ちでいっぱいです
が、現場で多くを学び、患者様や
ご家族の方によりよい看護が提供
出来るよう頑張ります。

5月

21日
（土）

生活習慣病について

7月

16日
（土）

食事療法

9月

17日
（土）

口腔ケア

（右端）

古川 千恵

緊張するばかりで不安に思うこ
とも沢山ありますが、笑顔を心が
け、患者様に少しでも安心してい
ただけるよう頑張っていきたいと
思います。

検査について

薬について

嚥下について

時間：14：00〜15：30
場所： 3 階会議室
※日時等が変更になる場合がございますので、外来
スタッフにお尋ねください。
※どなたでもご自由にご参加いただけます。
※10月以降の日程に関しては、 8 月発行の第53号に
掲載します。

