
平成30年に思う事

〒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

「白い台地」
畑賀 結の会　寺田博司さん

 撮影地 ：北広島町 西八幡原
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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

　 １月は往ぬる。 ２月は逃
げる。 ３月は去る。
　先日、新しい年を迎えた
と思えば、もう ２月です。
　暦の上では春になりますが、きびしい寒
さが続いています。
　春のうららかな陽が待ち遠しいですね。
　三寒四温。少しずつ芽吹き始める春の訪
れを感じながら、流行の病に負けないよう
健康管理を継続していきましょう。�（C.F）

　平成30年になりました。平成の時代も余すところ １ 年と少しです。明治・大正・
昭和・平成と続いて次の時代がやってきます。今日の日本の医療を取り巻く環
境は「少子高齢化」という社会事象に直面しています。
　今年は明治１50年に当たります。明治維新から富国強兵政策でもって西欧列強
に追いつくべく近代化を成し遂げた日本は、第 ２ 次世界大戦敗戦へと突き進み
ました。その後奇跡的な回復を遂げ経済大国となりましたが、失われた２0年と
言われる停滞した時代を経て今日に至っています。現在、日本の財政は大量の
国債発行で賄う負債が巨額に膨れ上がり破綻状態です。さらに高齢化のため社
会保障費は増大を続け、医療福祉にかかる負担は財政を圧迫し続けています。
また、働ける人口が減少しつつあり、人材不足による生産性低下が迫っています。
医療は社会保障の領域であり、社会保障は日本のこの特殊な社会情勢に大きく
影響されています。医療を考えるには社会全体を考えなければいけない、その

必然性の強い時代になっています。「健康で長く働ける人材の育成」は医療が大いに貢献できる一分野
です。
　「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」という絵があります。フランス
の画家ポール・ゴーギャンが１9世紀末にタヒチ島で描き遺した傑作です。タヒチの自然と人間の中で、
ゴーギャンが独特の絵画様式により、人生観・死生観・世界観を表現したものですが、哲学・宗教・精
神性といった形而上学的思考を強く鼓吹してきます。と同時に人類の未来を案じさせます。
　自然の中で、又、人間社会の中で、個人の考え方・生き方は未来の社会を形作って行きます。自身の
意識が、時間というベクトルに乗って、より良い社会を築いていく上で、或いは困難に立ち向かって未
来を切り開いていくためには、諸見識でもって、具体的な人的活動を通じて、地域社会を始めとした社
会へ貢献するべく、総合的尽力を惜しみなく続けていく必要があると思います。

診療部長
吉川　一紀

年末年始の受診者数
平成29年
12/29
（金）

12/30
（土）

12/31
（日）

平成30年
１/１
（月）

１/２
（火）

１/３
（水）

合計

内 科 28 0 107 70 90 76 371

外 科 2 39 30 29 53 35 188

小児科 ― ― 94 ― ― ― 94

透 析 20 12 ― 20 12 19 83

計 50 51 231 119 155 130 736
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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



　１１月１6日に第１6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。
　当日は、当院糖尿病専門外来を担当していただいている 
沖　 健司 広島大学病院内分泌・糖尿病内科助教による
「糖尿病治療の基本と最近の話題」というテーマの講演
の後、吉川診療部長が紹介患者や開放病床利用状況、松
田病棟看護師長が看看連携について報告を行いました。
　懇親会では、顔の見える関係作りとさらなる連携の強
化が図られた場となりました。

病診連携連絡協議会の報告

　例年のように、「上本郷いきいきサロン」様か
ら手作りのミニ門松をいただきました。
　院内の各部署に飾り、清々しい気持ちで新年を
迎えることができました。
　本当にありがとうございました。

いつもありがとうございます

季節の湯
　冬本番、寒さが厳しくなりました。 ２ 病棟では毎年
年末になると、季節の湯で患者様に温まって頂いてい
ます。今年はゆず湯にしました。「冬至にゆず湯に入
ると風邪をひかない」という言葉があります。実際ゆ
ず湯には、血行を促進して冷え症を緩和したり、体を
温めて風邪を予防するといった効果もあるようです。
季節の節目を大切にするとともに昔ながらの冬の乗り
切り方も取り入れて私たちも元気に冬を乗り越えたい
ですね。

　口腔ケアチーム会では、入院された患者様の口腔の清潔を保つ、口腔
機能の維持・増進を目的によりよいケアを提供できるように活動してい
ます。
　口腔ケアは、口腔内の歯垢を取り除くだけではなく、歯ブラシ等で感
覚刺激を与え、うがいで頬や舌を動かす事、食べる、話す、呼吸するといっ
た口腔機能の維持・増進につながります。他人に口腔内を見られたり、ケアをされることに抵抗
がある事を十分に配慮し、口腔ケアの前には、挨拶･会話を通しタッチングを行い、コミュニケー
ションを深めた上でケアを行うようにしています。「口がさっぱりしたよ」「ご飯がたべれたよ」
「会話が増えた」等の声とともに毎日素敵な笑顔に会える、それが私たちの喜びであり、励みに
なっています。
　これからも、患者様のQOL（生活の質）の向上を目標に口腔ケアを行っていきたいと思います。

口腔ケアチーム会
　「食事中にむせることが多くなった。」「食べやすくする調理方法はな
いかな？」「歩くと息切れがする。階段を昇るのもひとくろう。」「親の
透析通院に疲れたので少し休みたい。」など、在宅生活を継続する上で
の困難な場面について、専門資格を持った医療スタッフ、チームが短期
でのご入院など希望にそったケアプランをご提案させていただきます。
まずは地域連携室までご相談ください。
 地域連携室　TEL（082）827-0123

在宅ケアサポートプランをはじめました

食事

呼吸
ケア

透析

リフレッシュ研修報告
　初めての試みとして、新人看護師と、先輩看護師との交流を
図り心身ともにリフレッシュし、自己の役割を再認識すること
を目的とした、リフレッシュ研修（宿泊研修）を企画しました。
　第 １ 回目を昨年の１0月１7日～１0月１8日の ２ 日間「三滝少年自
然の家」で開催しました。 看護部教育委員会

　私たち、新人看護師１3名と ２ 年目の先輩看護師 ４ 名とで １ 泊
２ 日の研修に参加しました。バーベキューを行ったり、うどん
を手作りしたり、病院から離れて研修を行ったことで、その名
の通りとてもリフレッシュすることができました。普段交流の
ない他病棟の新人看護師、先輩方とも沢山話をすることができ
仲を深めることができました。これからも、皆と協力し合い頑
張っていきたいです。 １ 病棟　柴崎　愛奈
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