
　安芸市民病院に赴任して早くも半年が経ちました。昨年度は大学病院勤務で
あり、受け持つ患者さんも呼吸器内科がほとんどでしたが、当院に来てからは
一般内科をほぼ占めるようになりました。以前にも同様の医療機関にいたこと
もあり、それほどとまどいはなかったのですが、やはり一般内科でも専門外の
ことになると分からないことも多く、様々な人に助言を仰ぎながら本日まで従
事してきました。自分での研鑽ももちろんですが、助言もいただきつつ継続し
て従事していきたいと思います。
　日本全国で患者の年齢層がかなり高くなっており、当院の入院患者の方も年
齢層は高く、高齢者の入院となると筋力低下、栄養状態悪化の人も多くなって
きます。そういった方で問題となるのは褥瘡であり、私自身もこれまでよく直

面してきました。これまでは皮膚科医がいることが多く、相談もすぐにできていました。当院には皮
膚科医はいないのですが、専門看護師が 2人おり、また病棟の看護師たちも迅速に動いてくれて、こ
ちらが教えてもらって色々学ばせてもらっています。なかなかここまで動いてくれるところは少ない
のではないかと思い、当院の強みでもあると思います。
　まだまだ若輩者であるため、学ぶことも多く、少しでも吸収して返していけるよう努力していきた
いと思います。

〒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

「晩秋」
畑賀 結の会　岡田繁宏さん
　撮影地 ：もみの木森林公園
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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

　だんだんと日が短くなり、秋も深まって
きて寒さを感じることが多くなってきまし
た。気付けば今年も早いものであと残り1
か月となりました。
　これからの季節、空気も乾燥してきてイ
ンフルエンザなどの感染症も流行する時期
です。手洗い・うがいを行い予防に努め、
体調に十分注意して過ごしていきましょ
う。 （M.K）

内科医師
上野　沙弥香

年末年始の外来診療案内
外来診療日 時間帯 診療科

平成29年12月29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29年12月30日（土）
休診日

（急患はこの限りではありません） ※透析は行います

準夜帯診療
（18：00~23：00） 外科

平成29年12月31日（日）

安芸地区当番医
+

在宅当番医
（8：30~17：30）

内科／外科／小児科

準夜帯診療
（18：00~23：00） 内科

平成30年１月１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30年１月２日（火） 在宅当番医
（8：30~17：30） 内科／外科／透析

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

※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



　外来・緩和ケア病棟 3階の屋上庭園前のホー
ルを整備しました。
　喫茶コーナーとしてご利用いただけるよう、
飲み物、お菓子、パンなどの自動販売機を設置
しました。
　是非ご利用ください。

屋上庭園前ホール整備
　ホスピス緩和ケア週間の取り組みとして、 9月30日に本年も市民公開講座を開催いたしました。
　当院の松浦緩和ケア部長が「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」
と題して、続いて、合野緩和ケア病棟主任看護師が「緩和ケア病棟ってどんなところ？」と題し講演を
行いました。
　また、当日は緩和ケア認定看護師が緩和ケアの質問や相談に対応するとともに、緩和ケアを身近に感
じてもらえるように病棟見学も行いました。

　現在、外来・緩和ケア病棟のスプリンクラー設備設置工事を行っております。工事完了は12月中旬を
予定しております。騒音等ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。

　 7月16日（日）に安芸地区医師会ソフトボール大会が瀬
野川中学校グランドで開催され、当院からもソフトボール
同好会・ジャガーズが参加させていただきました。日差し
の強い炎天下で 3試合を行いましたが、選手全員が最後ま
で全力でプレーし、見事 3位入賞を果たすことが出来まし
た。

緩和ケア市民公開講座

スプリンクラー設備設置工事

ジャガーズ

緩 和 ケ ア チ ー ム 会

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30年 1 月31日までに接種してください）
　☆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か月～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 9 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）
＊ワクチンの在庫状況によってはお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

予約・お問い合わせ先：外来　TEL　827-0121

　当院の緩和ケアチームは医師、看護師、
介護福祉士、MSW、薬剤師が参加してい
ます。
　痛みや倦怠感などのさまざまな身体的症
状、不安・悲しみなどの精神的苦悩、日常生
活や社会的な問題を早期に発見し苦しみを
予防し和らげるように日々取り組んでいます。
　緩和ケアチ－ムへの介入依頼は緩和ケア
病棟以外でも入院、外来問わず受け付けて
います。病院全体で緩和ケアを提供させて
いただき、皆様が自分らしい生活が送れる
ようにお手伝いさせていただきたいとおも
います。

インフルエンザ予防接種のご案内

　すこやか保育園は、当院スタッフの子ども達が通ってい
ます。畑賀の自然に恵まれた環境で、自然に触れ、季節を
感じ、毎日ワクワク元気に、子どもたちは活動しています。

　礼節の大切さを知り、子どもたちの心
が感性豊かに育つよう、茶道に取り組ん
でいます。

　季節にちなんだ内容の人形劇や、紙芝
居をしています。ストーリーも含め全て
手作りです。

すこやか

保 育 園

＜お茶会＞ ＜すこやか劇場＞
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