
　　　年年歳歳花相似（年年歳歳　花は相似たり）、
　　　歳歳年年人不同（歳歳年年人は同じからず）
　病院の周りの桜やつつじ、畑賀小学校の児童やボランティアの方々からいただいたパン
ジーの花は毎年変わらず咲き誇っていますが、病院に来られていた方々はご高齢になった
り、世代代わりされたりしています。年月の経つのは早いものだなあと感じられる今日こ
の頃ですが皆様お元気にお過ごしの事とお察しいたします。
　さて当院の昨年度外来利用者数延約44,500人（対前年度比99.9％）入院患者数延総数約
46,200人（同比100.9％）と多数の方々にご利用いただき心より御礼申し上げます。一昨年

度までに当院は外来機能の改修などを行い体裁は一応ほぼ整ってきました。一方、入院病棟の新築はまだ「基
本構想」の段階ですが、広島市の計画では平成34年 3 月に新築完成予定です。
　次に平成29年度の病院診療については、呼吸器・総合内科の上野沙弥香医師が大森医師と交代で着任した以
外昨年とほとんど変わりはありません。また専門外来として地域から要望の多かった整形外科を広大の協力を
得て週 1回（木曜日午後）開設することといたしました。従来の糖尿病外来、末梢血管外来、小児腎臓病外来、
専門看護師外来とともに地域の人たちのために貢献していただけるものと思います。（詳しくは外来診療表を
参照ください）
　最後に当院は従来からの目標である地域に密着し患者さんが“この病院で治療してよかった”と心から思える
ような病院を目指しています。今年度も地域の皆様や会員の皆様のご支援ご鞭撻よろしくおねがいいたします。

〒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

病院長
　　三好　信和

「環水平アーク」
畑賀 結の会　寺田博司さん

　撮影地：北広島町　八幡高原
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小武家和博

澤　　幹也整形外科外来

※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29年4月1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 上野沙弥香 増田　憲治

再診 鬼武　敏子 吉川　一紀 上野沙弥香 吉川　一紀 上野沙弥香

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 小武家和博 沖　　健司

午後 初再診
上野沙弥香 上野沙弥香 増田　憲治 香河　和義 吉川　一紀

鬼武　敏子

外科

午前

初再診

藤本三喜夫 浦部　和秀 浦部　和秀 藤本三喜夫 三好　信和

午後

三好　信和 藤本三喜夫 三好　信和 浦部　和秀 浦部／藤本

髙橋　信也 浦部  和秀（手術日）

澤　　幹也
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 上野／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

　新年度が始まり、

1ヶ月が過ぎようとし

ています。ふじの花も

きれいに咲いて、 5月

だなと感じます。

　皆様、ゴールデンウィークは楽しい思い

出が出来ましたか。気持ちを切り替えてま

た頑張っていきましょう。 （H.K）

　第32回を迎えた畑賀一周駅伝。安芸市民病院駅伝部は、
匠の技光るゼッケンを背負い、歴史ある大会へ参加して
まいりました。結果はフリーの部 3位（全体では 7位）
とふるわずでしたが、皆さんの声援のおかげで全員無事
に完走することが出来ました。来年こそは優勝出来るよ
うに頑張りますので、応
援よろしくお願いします。
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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



新 任 職 員 紹 介 コ ー ナ ー

上野 沙弥香 （ウエノ サヤカ）
内科医師

　今までは内科一般、呼吸器内
科での診療を行ってきました。
　地域に根ざした治療を行って
いき、地域に貢献していきたい
と思います。

（後列左から）
山内 直樹
　感謝の気持ちを忘れず、信
頼される看護師となれるよう、
日々、努めていきたいと思います。
水羽 美悠
　不安はありますが、患者さん
や家族の方の役に立てるよう
に、先輩方から教わりながら日々
成長していきたいと思います。
 柴崎 愛奈
　患者様とそのご家族に安心、
安全、安楽な看護が提供できる
よう、日々笑顔で努めていきた
いと思います。
五藤 直美
　笑顔を忘れず、誠実に患者さ
んに向きあい、患者さんに信頼
して頂けるよう、こつこつと努
力していきたいと思います。

（後列左から）
宮本 雄司
　はじめまして
　緊張と不安でいっぱいではあ
りますが、笑顔で患者様と接し
てまいりたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
小池 夕花
　患者様やご家族の気持ちに寄
り添い安心していただける看護
が提供できるよう日々努力を積
み重ねていきたいと思います。
西村 良
　まだ分からないことばかりで
すが、着実に経験を積み、患者
さんの立場に立った看護を行っ
ていきたいです。

（前列左から）
西田 安里
　看護学生の時の実習病院であ
り、看護師の方が患者さんに優
しくより高い質のある看護を目
指している姿勢に憧れて入職さ
せていただきました。
　チームの一員として貢献し、
患者さんに優しい看護師を目指
して頑張っていきたいです。よ
ろしくお願いします。
谷本 愛佑美
　患者様の小さな変化にも気づ
いていけるよう、日々の会話を大
切にし、この1年でできることを
1つずつ増やしていけるよう精
一杯努めていきます。
木原 英子
　不安なことはたくさんありま
すが、笑顔を忘れず患者様に寄
り添えるよう頑張っていきたい
と思いますので宜しくお願いし
ます。

（前列左から）
川尻 朱莉
　緊張や不安もありますが、常
に学ぶ姿勢を持ち続け、患者様
に安心・安全な看護を提供でき
るよう努めていきます。
平本 雅実
　患者様とそのご家族に寄り
添った看護が提供できるよう、
日々努力し、笑顔を忘れず頑
張っていきたいと思います。
鳴谷 実里
　不安もありますが、笑顔を心
がけ、患者様やご家族に寄り
添った看護が提供できるよう、
日々努めていきたいと思います。

浅木 ももこ 
　至らない所も多いかと思
いますが、頑張って参りま
すので、よろしくお願いし
ます。

医　師 臨床検査技師

5 月20日 土曜日
生活習慣病について 増田内科部長

薬について 西久保薬剤師

7月15日 土曜日
口腔ケア 歯科衛生士（あいさか歯科）

嚥下について 湯淺主任看護師（摂食・嚥下看護認定看護師）

9 月16日 土曜日 フットケア
須山主任看護師（皮膚・排泄ケア認定看護師）
白石看護師（皮膚・排泄ケア認定看護師）

平成29年度　生活習慣病教室月間予定

　当院では食道・胃・十二指腸を観察する検査に、経鼻内視鏡を使用
しています。経鼻内視鏡はその名の通り鼻から挿入する胃カメラで、
従来の口から挿入する胃カメラと比べるとチューブの直径が約半分と
細く、検査を受けられる患者様の苦痛を軽減し安全に受けていただく
ことができます。また当院では最新式の内視鏡システム（Fuji Film
社製）を導入しており、これまでやや劣っていたカメラの画質も経口
の胃カメラとほぼ同等にまで改良されています。今年度からは胃がん
検診で内視鏡が選択できるようになりました。腹部症状の精査にはも
ちろん、検診にも経鼻内視鏡をお役立てできます。

経鼻内視鏡で苦痛の少ない胃カメラを

　広島大学整形外科からの応援医師の診療です。毎週木曜日の午
後に外来をさせて頂きます。約20年間安芸区中野に住んでおりま
したので、故郷で診療ができることを大変喜んでおります。大学
病院では主に股関節と足を中心に診療にあたっています。その他
の部位の診察も可能ですので、気軽に足を運んで頂ければと思い
ます。微力ながら地域に貢献できるよう精一杯診療させて頂きま
すのでよろしくお願い致します。

整 形 外 科 外 来 ～4月から診療をはじめました～

診療時間：毎週木曜日14：00～17：30（予約制）
担当医師

澤　幹也（サワ　ミキヤ）
（広島大学病院　整形外科）

専門外来シリーズ

2 病棟看護師

1病棟看護師

経口内視鏡
9.9mm

経鼻内視鏡
5.8mm
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