
　イギリスの欧州連合（ＥＵ）からの離脱の影響で、我が国の金融市場でも株安・円高傾向になり、今
後の経済成長に翳りを落とす事が懸念されています。こうした中、行われた今回の参議院選挙では、各
政党ともいろんな社会保障政策を提案していましたが、今回の消費増税見送りにより、それに代わる新
たな財源確保の見通しが立たない中、どの政策もその実行性は乏しいものと考えていましたが、結果と
しては自民党の圧勝に終わり、今後とも医療費抑制政策はさらに加速するものと考えられます。
　1990年と2015年の一般会計予算を比較したデータによると、社会保障費が急増（約 ３ 倍）しています。
一方で、税収は、景気低迷により、この間消費税の引き上げがあったにもかかわらず、むしろ減少して
います。このため国は、特例公債の発行などにより、財源を確保していますが、これは、子や孫の世代
に負担を背負ってもらおうという構図にほかなりません。
　社会保障費のうち年金については、年金制度改正により、経済成長の伸びの範囲に給付を抑える制度
的枠組ができているため、年金給付費の増加は低く抑えられると予想されます。しかし、医療・介護に
ついては、高齢化に伴い、受診率・要介護率が高まることは避けられず、年金制度と同じような枠組み
となれば、医療・介護の質に支障をきたすこととなり、そこで国は、限られた財源の中で、医療・介護

の質を担保しつつもコストを抑えるため、医療機関の機能分化と連携の推進＜地域包括ケアも含む＞、そのための診療報酬による医
療供給体制の政策誘導などの数々の施策が進められています。
　こうした状況の中、当院では地域住民・医療機関の皆様から信頼される病院となるよう様々な取り組みを行っております。特に築
後40年経過し老朽化が進んでいる病棟の建て替えは、喫緊の課題となっておりましたが、本年度になり広島市において、病棟建替え
に向けた取り組みが、動きはじめています。
　しかし、この新病棟が完成する頃に現在の厳しい医療経済情勢が好転しているとはとても考えに難く、さらなるコスト抑制・効率
化が求められる事が予想されます。そこで、ハード面＜病棟新築＞のみならずソフト面＜優秀な人材の確保・育成＞でもさらなる充
実をはかりつつも、医療機関の機能分化と連携をさらに強力に推進する事により、地域住民・医療機関の皆様に信頼される新たな病
院へとさらなる進化が求められていますので、皆様におかれましては、引き続きこれまで以上の御指導・御支援をいただきますよう
お願い申し上げます。

消費増税の先送りで思う事

〒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
午後1時00分～午後 3時30分
診療時間
午前8時30分～午前12時00分
午後1時00分～午後 5時00分

■

■

リハビリテーション科
小児科
緩和ケア
人工透析

　今年のカープは投打ともに調子良く、ぶっち
ぎりで首位を独走している。チケットは完売で、
テレビで応援する毎日。楽しくて仕方ない。
　ところで、1996年のメークドラマをご記憶だ
ろうか。11.5ゲーム差を巨人にひっくり返され、
優勝を逃してしまった。
　どうもこのメークドラマが脳裏に浮かび、確
実に優勝が決まるまで不安でたまらない。ぜひ
今年は優勝し、パレードを見に行きたい！！
� （Y.F）

副院長　兼　
外科診療部長

藤本　三喜夫

「昼下がりの海（沖縄県　恩納村）」
畑賀 結の会　矢野耕三郎さん
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交通機関のご案内
●バス（芸陽バス）畑賀ゆき
広島バスセンター→広島駅→
国信橋→安芸市民病院前下車
●JR山陽本線
「安芸中野駅」で下車
徒歩20分、タクシー5分
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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・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。

外来診療担当医表
the outpatient department medical treatment medical attendant 平成28年9月26日〜

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

内科

午前

初診 増田　憲治 香河　和義

休
診
日

曽
爾

浩
太
郎（

広
大
腎
臓
内
科）

鬼武　敏子 大森慶太郎 増田　憲治

再診 鬼武　敏子 吉川　一紀 大森慶太郎 吉川　一紀 大森慶太郎

再診 香河　和義 増田　憲治 香河　和義 増田　憲治 香河　和義

初再診 大久保博史 沖　　健司

午後 初再診
大森慶太郎 大森慶太郎 増田　憲治 香河　和義 吉川　一紀

院外医師 鬼武／吉川

外科

午前

初再診

藤本三喜夫 三好　信和 浦部　和秀 藤本三喜夫 三好　信和

午後
浦部　和秀 藤本三喜夫 三好　信和 浦部　和秀 浦部／藤本

髙橋　信也 手術日（担当医）
リハビリテー
ション科 午前のみ 初再診 三好　信和 藤本三喜夫 藤本三喜夫 浦部　和秀 浦部　和秀

小児科

午前

初再診

伊藤　典子 伊藤　典子 伊藤　典子 伊藤　典子
藤井　　肇

午後
伊藤　典子 藤井　　肇 藤井　　肇 藤井　　肇

坂野　　堯

人工透析 山中　啓司 山中　啓司 山中　啓司 山中　啓司 山中　啓司

化学療法室 香河　和義 増田　憲治 香河　和義 藤本三喜夫 藤本三喜夫

緩和ケア 予約制 初再診 松浦　将浩 松浦　将浩 松浦　将浩 松浦　将浩 松浦　将浩
気管支鏡
検査 大森／増田 香河／増田

上部内視鏡
検査 午前 吉川　一紀 鬼武　敏子 吉川　一紀 鬼武　敏子 鬼武　敏子

下部内視鏡
検査 午後 吉川（鬼武）鬼武（吉川） 鬼武（吉川）吉川（鬼武）鬼武（吉川）
検査室
責任者 吉川　一紀 吉川　一紀 吉川　一紀 吉川　一紀 吉川　一紀

　4月から行っている新駐車場前市道の拡
幅工事は、8月末に完成予定です。
　ご不便をおかけしておりますが、ご協力
よろしくお願いいたします。
　また、12月頃には県道から直接新駐車
場に入ることができるようになる予定です。

新駐車場前市道の拡幅工事
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広 島 市
医師会運営

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。

理 念

安芸市民病院だより安芸市民病院だより



　栄養サポートチーム（ＮＳＴ）は医師を中心に、看護師、介護福祉士、管理栄養士、薬剤師、
臨床検査技師からなる多職種で構成されたチームです。当院のＮＳＴには、 5 名のＮＳＴ専門療
法士がおります。
　ＮＳＴは各病棟と連携して活動を行っております。週 1 回
の回診では低栄養、食欲不振、過栄養、胃瘻・腸瘻管理等の
患者様について病棟スタッフとの情報交換や、患者様の病室
を訪問し視診、触診、嗜好調査などを実施しています。
　患者様の状態に合わせた安全、かつ適切な栄養管理ができ
るようチームが一丸となって改善に努めています。栄養につ
いての疑問や分からないことは何でも相談してください。

●日時： 9 月24日（土）　1３：３0～14：45
●場所： ３ 階会議室
●講演：「もしもの時のための私の心づもり
　　　　　―アドバンス・ケア・プランニング―　」
　　　　　　緩和ケア部長　松浦　将浩
●医療用麻薬の展示
●会費：無料（事前申し込み不要）
●病棟見学希望がございましたら、当日スタッフにお声かけください。
●問い合わせ：地域連携室　☎082-827-012３
　人は歳を重ねて認識力が乏しくなったり、大病を患って体力が衰えることで、将来的に自分の
ことを自分で決められない状況になることが珍しくありません。
　もしもそうなったとしても自分が不本意な思いをしなくて済むにはどうしたらよいでしょう
か。その手助けとなるのがアドバンス・ケア・プランニングです。
　もしもの時に備えて、あなたの考えを家族や医療者と話し合って「私の心づもり」として文書
に残してみませんか？　これからの豊かな人生を目指して一緒に考えてみましょう。

　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。

チーム医療に取り組んでいます。

糖尿病専門外来　４月より、金曜日の担当医師が変更になりました。

栄養サポートチーム（NST）

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。ただし、11月は事前の予
約をお願いします。
＊�11月は食事と資料代として1,000円
を頂きます。

11月15日
（火）

９：３0～
15：00

一日糖尿病教室　要予約
食事・資料代　1,000円

1 月21日
（土）

14：00～
15：３0

感染予防と対策について
運動について

３月18日
（土）

14：00～
15：３0

腎臓病について
認知症について

生 活 習 慣 病 教 室 月 間 予 定

　平成22年に安芸地区地域感染対策ネットワークを立ち上げ、近隣の施設と協働して、感染対策
の情報共有や研修会を開催しています。　　
　今回は、「歯科からすすめる誤嚥性肺炎予防」のテーマで、海田町のひまわり歯科クリニック
副院長　近江史恵先生にご講演いただきました。参加者は11施設、３7名で、在宅、介護施設、病
院で日常よく取り扱う義歯に関して、認知症や転倒との関連性を学びました。その他、開口困難
な方や臥床者への口腔ケアなどすぐに実践に活かせる内容でした。誤嚥性肺炎を予防するため
に、嚥下障害に早く気づき専門家へ繋げることの必要性を学びました。
　今後もこのような地域連携を深めていく重要性を実感しました。

緩 和 ケ ア 市 民 公 開 講 座

「安芸地区地域感染対策ネットワーク」研修会報告

あきクラシックコンサート
　今年も「あきクラシックコンサート実行
委員会」によるロビーコンサートが開催さ
れました。
　フルート・クラリネット・ピアノの素敵
な音色がロビーに響き渡り、目を閉じて聴
き入ったり、音楽にあわせて手拍子をした
りと患者様やご家族様に楽しんでいただく
ことが出来ました。

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

大久保　博史
（火曜日）

沖　健司
（金曜日）

専門外来シリーズ

栄養メニューの検討
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