
　安芸市民病院の 3階では、毎月第 3月曜日にがんサロン「あがと」を開催し
ています。今年で 8年目を迎えます。平成18年、がんに侵されて胃を手術した
私は、病気も順調に回復し無事に退院し元気で生活できる毎日に感謝でした。
「何かすることはないのだろうか？」半年前に同じように手術された高橋さん
に相談して「がんサロン」を開設しました。快く安芸市民病院の 3階を貸与し
ていただきました。緊急なことがない限り、三好院長先生がサロンに参加され
ます。体験者にとって本当にありがたく心強く思います。広島市民病院で、済
生会病院で、マツダ病院でと、いろんな病院で手術され、種類の異なるがんの
体験者が集うこのサロンは安芸市民病院の温かいご配慮とご支援のおかげで有
意義で楽しく開催しています。

　さて、この安芸市民病院が建て替わるということで安芸市民病院長と広島市長あてに要望書を提出
しました。平成27年度「第 3次畑賀地区福祉のまちづくり 5か年計画」の策定に伴ってアンケート調
査などから抽出された課題の中から次の 3点について①診療科目（整形外科・脳神経内科）の増設に
ついて　②在宅医療について　③福祉施設の併設について要望しました。
　介護保険制度が改正され今後ますます在宅療養が増加してきます。地域包括ケアシステムを支える
病院として整備されることを切に願います。

〒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

「初夏の風景」
畑賀 結の会　岡田繁宏さん

　撮影地 ：安芸高田市甲田町　湧永庭園
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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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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

　残暑が続いておりま

すが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。まだ

まだ暑さが厳しいので

体調をくずされません

よう気を付けてお過ごしください。

　又、熱中症にはくれぐれもお気を付け下

さい。 （H.S）

　塚本登志枝様より岡倉石朋画伯の作
品を寄贈頂き、緩和ケア病棟いこいの
間へ展示しました。

畑賀地区社会福祉協議会
会長　中島　幸子

平成29年8月20日発行第57号 14

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



生活習慣病教室月間予定
　従来から念願であった外来棟の屋上庭園が完成
しました。完成の 6 ヵ月前から「屋上庭園プロ
ジェクトチーム」を立ち上げ、検討を重ねてきま
した。入院患者様にとって病院は、限られた空間
の中で季節感や刺激が少なく、気分が沈んでしま
うことがあります。ほんのひと時でものんびりと
自然と触れ合い、皆が集う「憩いの場」があれ
ば、生活の中にささやかな楽しみができるのでは
ないかと思います。日差しの強い日は、オーニン
グで日陰を作ったり、園芸が楽しめたり手すりを
全体に設置し歩行練習が行えるようデザインされ
ています。
　是非お立ち寄り下さい。

緩和ケア病棟　勝田佳民

安芸市民病院 外来棟 屋上庭園完成によせて

●日時：平成29年 9 月30日（土）　14：00 ～15：00
●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
●会費：無料（事前申し込み不要）
●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。
　昨年に引き続き今年も同じテーマで内容を更新して公開講座を用意しました。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。

緩和ケア市民公開講座

　☆対象：生後 6ヵ月～中学 3年生
　☆日程：平成29年10月28日（土）　　平成29年11月11日（土）
　　　　　平成29年11月18日（土）　　平成29年11月25日（土）
　　　　　平成29年12月 9 日（土）※ 2回目の接種者のみ対象
　☆時間：受付時間… 8時30分から10時45分まで
　　　　　接種時間… 8時45分から11時まで
　★予約制となっています。

平成29年度インフルエンザ小児集団予防接種

　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。

糖尿病専門外来 4月より、 火曜日の担当医師が変更になりました。

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

小武家　 和博
（火曜日）

沖　健司
（金曜日）

専門外来シリーズ

　恒例のコンサートが開催されました。療養病棟
の患者さまの中には昨年も参加された方もおられ
て、とても楽しみにされていました。出演者の方々
に一番近い場所へ座り、大きな声で合唱されてい
ました。とても生き生きとした時間を持つことが
でき、表情も輝いておられました。
　また来年もぜひ笑顔を引き出しにお越し下さ
い。お待ちしています。

10月14日 土曜日 14：00～
15：30  

病気になったとき
（生活関連）のチョイス 三好院長

11月10日 金曜日 9：30～
15：00  1 日糖尿病教室　要予約 糖尿病透析予防診療チーム

1月20日 土曜日 14：00～
15：30  

感染について 篠原看護師
（感染管理認定看護師）

運動療法 酒入理学療法士

3月17日 土曜日 14：00～
15：30  

腎臓病について 引地看護師
（透析看護認定看護師）

腎臓病のための食事 鈴木管理栄養士

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、500円を頂きます。
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