
　 4月に安芸市民病院内科に赴任して半年が過ぎました。これまで仕事を
始めてからの大半を、比較的大規模な病院で専門の消化器内科医としての
日々を送ってきました。しかし、当院は地域のかかりつけ病院の側面もあ
り、外来・入院ともに思っていた以上に一般内科としての診療が多いこと
に当初は少しとまどいもありました。また、これから自分が何をしたいの
か、現在行っているようないわゆるジェネラルな診療をしていきたいのか、
あるいはもっと専門性を活かした診療を行っていきたいのかを考えるきっ
かけにもなりました。
　今のところ答えはまだ見いだせていませんが、幸い素晴らしい上司や同
僚、スタッフに恵まれ充実した日々を送らせていただいています。まずは

必要とされている一般内科診療を着実に行った上で、自分の専門である消化器（特に消化管）診
療を充実させていきたいと思っていま す。
　折しも、2016年度からは胃癌検診に上部内視鏡検査が追加されることとなり内視鏡件数が増加
することが見込まれます。当院は以前より上部内視鏡検査には主に経鼻内視鏡を使用しています
が、経鼻内視鏡はスコープが細径で患者様の負担が少なく、また現在では通常の経口内視鏡と遜
色ない画質を得られます。こうした内視鏡検査や治療をこれまで以上に積極的に行って いく所
存ですので、今後ともご紹介のほどよろしくお願いいたします。

〒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

■ 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

　念願のカープのリーグ優勝が決まりました

ね。一時期巨人とのゲーム差が縮まりヒヤッと

しましたが、ファンの応援や選手の団結力が実

を結んだのではないかと思います。残念ながら

日本一にはなれませんでしたが、来年も球場を

真っ赤に染めカープが日本一になれるよう応援

していきましょう。

（M.K）

内科副部長
　鬼武　敏子

「夢の花園」
畑賀 結の会　岡田繁宏さん

　撮影地：世羅ゆり園
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●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

年末年始の外来診療案内
外来診療日 時間帯 診療科

平成28年12月28日（水） 休診日
（急患はこの限りではありません） ※透析は行います

平成28年12月29日（木） 休診日
（急患はこの限りではありません） ※透析は行います

平成28年12月30日（金） 休診日
（急患はこの限りではありません） ※透析は行います

平成28年12月31日（土）
在宅当番医

（8：30～17：30）
内　科／外科
小児科／透析

準夜帯診療
（18：00～23：00） 内科

平成29年１月１日（日）
在宅当番医

（8：30～17：30） 内科／外科

準夜帯診療
（18：00～23：00） 内科

平成29年１月２日（月）
在宅当番医

（8：30～17：30） 内科／外科／透析

準夜帯診療
（18：00～23：00） 外科

平成29年１月３日（火） 在宅当番医
（8：30～17：30） 内科／外科／透析

平成29年１月４日（水） 休診日
（急患はこの限りではありません） ※透析は行います

※急患には随時対応しております。電話連絡の上、お越しください。
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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



　飲み込みにくい、食べる時にむせるなど嚥下障害を持っ
ている方に安全に口から食べていただけるよう多職種（摂
食・嚥下障害看護認定看護師、看護師、管理栄養士、作業
療法士、放射線技師）で支援しています。
　入院患者さまの実際の食事場面をみさせていただき嚥下
状態を評価するなどの活動をしています。さらに評価結果
をもとに多職種でカンファレンスをしています。
　口から食べることに関して不安なことや疑問に感じるこ
とがありましたら、嚥下リハビリチームまでご相談下さい。

　広島市安芸区の椿谷通俊画伯から「帰港接岸」、「荒天解纜」、広島市東区の江川皮ふ科ク
リニック　江川政昭先生から「吉和の森」を寄贈頂き当院へ掲示しました。作品名と展示場
所は次の通りです。ご来院の際には、ご鑑賞ください。

　11月18日に広島市優良技能勤労者として、当院看護師
の東洋子さんが表彰されました。
　永く同一の職業に従事し技能の向上や後進の育成に努
めてきたことが評価されての表彰です。おめでとうござ
います。

対象者：15歳以上（高校生以上）の方
　★予　　約：不要（随時受け付けております）
　★接種回数： 1回（平成29年 1 月31日までに接種して下さい）
　★受付時間： 8：30～15：30（診療日のみ）
　　　　　　　※水、日、祝日は不可です。
　★料　　金：15歳以上～64歳まで……… 3,500円　
　　　　　　　65歳以上（広島市在住）… 1,600円

※小児（生後 6ヵ月～中学 3年生）の予防接種は終了しました。
 2 回目を受けていない人については、12月10日（土）に実施します。
　（料金： 3,000円、受付時間　 8：30～10：15　接種時間： 8：45～10：30　要予約）

予約・お問い合わせ先：地域連携室　TEL　827-0123

　 9月15日広島市役所にて、感謝状贈呈式
が行なわれ、松井広島市長から松村広島市
医師会長が直接感謝状を受贈しました。
　これは、当院が整備した「産業用太陽光
発電設備」、「業務用エコキュート」、「臨床
化学自動分析装置」を広島市に寄贈したこ
とによるものです。

 9 月 1 日に第15回病診連携連絡協議会(開放病床運営委員会)が安芸地区医師会との共催で開催
されました。
　安芸地区医師会より菅田会長はじめ20名、広島市
医師会より松岡常任理事、当院より27名の出席があ
りました。
　今年度は、当院の香河和義呼吸器内科部長が
『COPD治療の新展開』というテーマで講演を行っ
た後、地域連携室から紹介患者や開放病床利用状
況、専門外来の報告を行いました。
　懇親会では、和やかな雰囲気の中『顔の見える関
係』作りとさらなる連携強化の場となりました。

「帰港接岸」
管理・機能訓練棟廊下

「荒
こうてんかいらん

天解纜」
外来・緩和ケア棟３階　会議室

「吉和の森」
売店前廊下

インフルエンザ予防接種をおすすめします！ 嚥下リハビリチーム

感 謝 状 贈 呈 式

広島市優良技能勤労者表彰

病診連携連絡協議会の報告

多職種でのカンファレンス

チーム医療に取り組んでいます

絵 画 を 寄 贈 頂 き ま し た

32


