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骨密度測定シャボンラッピング

血圧・認知症チェック認定看護師紹介コーナー

循環器科医師　楠　　　正　美
■出身地　広島県　　■出身高校　愛光高校　　■出身大学　東北大学
■専門医・指導医等の資格　日本循環器学会専門医、日本内科学会専門医
■趣　　味　食べ歩き
■自己PR
　6月から赴任しました楠と申します。ご縁があり、こちらの病院で働かせていただくこと

になりました。
　ご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、今度ともどうぞよろしくお願いいたします。

　平成29年5月11日㈭に「看護の日」のイベントを行いました。そもそも看護の日はナイチ
ンゲールが生まれた日を記念して出来たもので、正確には5月12日です。看護をより身近なも
のとして理解して頂けるよう、看護の日のイベントとして各種測定や認定看護師による認知症
チェックやシャボンラッピングなどを行い、延べ220名の参加がありました。中でも血管年齢
測定と骨密度測定は待ち時間が出るほど人気がありました。認知症検査は広報紙を見てわざわ
ざ来院される方や、「受けるのが怖い」と言いながらも恐る恐る検査を受けられる方がおられ

るなど、認知症に対する関心度の高さが伺えました。
　同時に病棟紹介パネルや認定看護師紹介パネルの展示も行いましたが、立ち止まって見て頂ける方もおられ、一
生懸命作成した一人として大変うれしく思いました。
　このようなイベントを通して参加者自身の健康や看護への関心が少しでも高まったのではないかと思います。是
非、来年度も引き続き実施出来ればと思います。

新任医師紹介

看護の日イベントを実施して看護の日イベントを実施して
看護師長　開　智　健　司看護師長　開　智　健　司
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当直師長の指示

水消火器をつかった訓練

本部活動

避難誘導

　平成29年6月9日㈮、消防訓練を
実施しました。『消防法』によって
実施が義務付けられている消防訓練
ですが、広島西医療センターでは例
年春と秋の年2回実施しています。
特に、春の訓練は4月に入職した新
採用職員が多く参加するため、院内

の防災体制の構築にあたっては、大変重要な訓練です。
　今回は、東2病棟休憩室を出火場所と想定し、夜間時
間帯における夜勤スタッフ及び当直職員による初期消
火、出火場所への応援、消防署への通報、模擬入院患
者の避難誘導等を行いました。

訓練後、大竹消防署の方から講評をいただき、消火器
の使用方法についてレクチャーを受けました。大声で
発生を知らせることが重要であると教わり、参加者全
員が消防署の方の指示通り、大きな声を出して、消火
器を使用することができていました。
　本訓練の講評にもあったように、訓練でできている
ことが実際の非常時にもできるとは限りません。いか
にすみやかな初動をとれるかが、今後の課題であると
思いました。最後になりますが、本訓練にあたりご協
力いただいた関係各位に、この場をお借りして御礼申
し上げます。

庶務係　千　田　智　史
消 防 訓 練 を実施しました！を実施しました！
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広島西医療センターの紹介

見学者からの質問に答える2年目事務職員

　去る5月26日、事務職病院見学会
が当院にて開催されました。思い返
せば2年前、期待と不安に胸を膨らま
せ、いつか自分も国立病院機構で働
くのかと思いつつも見学した日がつい
昨日のことのように感じられます。

　きらきらとした9人の見学者は、初めに、事務部長よ
り当院の説明を受けました。にっしーくんの知名度も
上がったにちがいありません！続いて、課長及び専門
職より、各課の業務紹介が行われました。事務部には、
企画課、管理課、医事があり、それぞれが患者さん、
職員のために日々働いています。その後、見学者は庶
務班長と共に院内を見学しました。
　医者や看護師、コメディカルの方々は、学生時代か
ら病院で働くイメージが少なからずついていたことと
思いますが、事務職は、初め、病院独特の雰囲気に圧

倒されてし
まいます。
そのため、
事前に病院
内部を見学
し、当院独
自の暖かで
和やかな空

気を感じて
いただくこ
とで、病院
で働くとい
うことをイ
メージしや
すくなった
ことでしょ
う。
　そして最後に、事務部2年目職員による座談会が行わ
れました。偶然にもそれぞれ異なった課に所属している
2年目職員の3人ですが、もちろん病院見学会の座談会
を迎える側で出席することは初めてであり、どのよう
な質問が出るのか、きちんと答えられるのか、不安感
と緊張感を持って挑みました。しかしいざ始まってみ
ると、当初は30分の予定ではありましたが、時間が足
りない！と思うほど、にぎやかな座談会となりました。
新社会人、ひいては、次期当機構新採用者たちの不安
を払拭し、当機構で働きたい思っていただくことが目
標でしたが、大成功と言っても過言ではないでしょう。
また、見学者たちが意欲的に質問をしてくださる姿を
見て、社会に出るときに持った思いを今一度思いだし、
私たちも負けないように頑張ろうと、思いを新たにし
た時間でした。

　今回、平成29年4月11日から15
日までの期間で平成29年度DMAT
養成研修に参加させていただき、晴
れてDMAT隊員となりました。
　研修は災害時医療がメインのた
め、普段の病棟勤務で学べない・触

れることの無い内容が多く、新鮮な気持ちで学びなが
らも、大変だったという思いの方が強く残っています。
しかし、1段階2段階それ以上に看護師として成長でき
たと感じています。この学びを活かせる部分は普段の
病棟勤務の中でも多くあると思うので日々活かせるこ
とは何か考えながら業務に努めていきたいです。
　また、近年では熊本地震のような大きな災害が多く
発生しており、広島でも大規模土砂災害がおきるなど

災害は他県のことではありません。いつでも災害に対
応できる準備の重要性を家族やスタッフなどにも伝え
ていきたいです。

神　園　澪　奈企画課契約係

事務職病院見学会が開催されました。事務職病院見学会が開催されました。

錦　織　竜　也看護師

DMAT養成研修に参加してDMAT養成研修に参加して
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会場の様子 サックス奏者「PANDA RADIO SAX QUARTET」さん

シンガーソングライター「のっち」さん みんなで楽しく盛り上がりました

みんなでハイチーズ！ 病室訪問

　5月17日、18日に、春行事「野
外フェス～ロックフェスティ春～」
が行われました。当日は、雨の可能
性があったため療育訓練室での開催
となりましたが、たくさんの利用者
さんやご家族にお集まりいただき、

大盛況となりました。
　17日は2組のボランティアの方にお越しいただきま
した。第1部は、4名のサックス奏者「PANDARADIO
SAXQUARTET」さんに演奏していただき、「ハナミ
ズキ」「イエスタディ・ワンス・モア」「セプテンバー」
「オーラリー」など素敵な四重奏を聴かせて下さいまし
た。最後は昨年大流行した星野源の「恋」が演奏され、
職員の一風変わった恋ダンスも加わり盛り上0がりまし
た。笑いを堪えたり大笑いしたりする利用者さんやご
家族の姿があり、楽しいひとときとなりました。

　第2部は、シンガーソングライター「のっち」さんに
演奏していただき、「横を向いて歩こう」をはじめとす
るオリジナル曲を熱唱してくださいました。ウクレレ
演奏と軽快なＭＣにより、とても楽しい雰囲気に包ま
れました。「のっち」さんの熱い歌声と、素敵な歌詞に
聴き入る利用者さんやご家族もいらっしゃいました。
　18日は出張フェスということで、17日に療育訓練室
への参加が難しかった利用者さんを対象に、お部屋を
訪問しました。療育指導室の職員が4つのグループに分
かれ、ロックグループは「女々しくて」、和グループは「バ
ラが咲いた」、リフレッシュグループは「いつも何度で
も」「涙そうそう」、カントリーグループは「カントリ
ーロード」と、様々なジャンルの演奏を行い、じっと
聴き入ってくださる利用者さんや、手拍子をして下さ
るご家族に見守られ、楽しいひとときを過ごすことが
できました。

療育指導室　保育士　小　椋　結　衣療育指導室　保育士　小　椋　結　衣

野外フェス ～ロックフェスティ春～野外フェス ～ロックフェスティ春～春　行　事
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ビーチバレーボール

大竹消防署全景

広島西医療センターのみなさん、読者
のみなさん、はじめまして。今月号は、
縁あって、私が担当させて頂くこととなり
ました。申し遅れましたが、私は、本年
4月に新しく大竹市消防本部消防長に就
任いたしました橋村哲也と申します。瀬
戸内海臨海コンビナートの一角を占める

“おおたけ”の消防長として、みなさんの安全と安心の為に日々
努力して参りたいと思っています。よろしくお願いいたします。
さて、このたび折角頂いた滅多にない、機会ですので、作文は、
子どものころからずっと不得手で、大変読みづらいだろうなぁ
と思いつつ、広島西医療センターNEWSの紙面をお借りして、
自己紹介を兼ねて、最近の私が楽しみにしていることについて、
ご紹介させていただきたいと思います。
　私は、昔からスポーツが大好きです。「下手の横好き」とい
いましょうか、残念ながら、自慢できるものは、なにひとつもあ
りませんが、ゴルフにバドミントン、ビーチボールバレー、ウエイ
ト・トレーニングにジョギングと暇さえあれば、こんな具合に自
宅の近くの晴海臨海公園や大竹市総合体育館、ゴルフ練習場
で体を動かしています。なかでも、今一番楽しみにしているのが、
「ビーチボールバレー」です。

　「ビーチボール
バレー」と聞くと、
広島西医療セン
ターNEWS愛読
者の皆さんのな
かにも「ワシも
知っとるよ。」「ワ
タシもやったこと

ある。」と言われる方がたくさんいらっしゃるかと思います。「ビ
ーチボールバレー」の基本的なルールは．バレーボールと同じ
ですが、コートは、バドミントンのダブルスのものを使用し、ネ
ットの高さは180ｃｍ、ボールはビーチボールを使用、1チーム4
人で競技を行います。
　特徴としては、海水浴で使用するものと同じビーチボールを
使うので、バレーボールのようにレシーブした時に手が腫れる
ようなことはありません。体に当たってもビックリすることはあっ
ても痛くありません。また、バドミントンコートに４人が入りプレ
ーするので、私のように還暦近くになって、動ける範囲が極め
て狭くともチーム仲間がカバーしてくれるので、安心して練習
にも試合にも遠慮なく楽しく参加できます。
　「ビーチボールバレー」は、バレーボールとバドミントンを組
み合わせた、だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる
ように工夫された生涯スポーツのひとつです。
　さて、私が現在所属しているチーム「Ｍ2」をご紹介したい
と思います。チーム「Ｍ2」は、毎週土曜日の夜に、大竹小学

校の体育館で練習に汗を流しています。メンバーは、老若男女
約15名、幅広い年齢層の中でも私は、お察しのとおり上位の
方になりますが、年相応に頑張っているつもりです。練習試合
など他のチームとの交流も盛んで、普段は接することのない皆
さんとお手合わせすることも楽しみのひとつとなっています。
　また、大竹市ビーチボールバレー協会の皆さんのお世話で、
年に数回大竹市総合体育館で開催される大会にも、年甲斐も
なく参加させていただいています。試合では、自分の子どもの
年齢と変わらないチームと対することもあり、勝てないまでもチ
ームメートの活躍で善戦した時の喜びはひとしおであり、大会
終了後の反省会で酌み交わす酒の味は言うまでもありません。
　こんなふうに、なに不自由なく楽しんでおりますが、最近少々
気になっていることがあります。毎年大竹市で開催される『ビ
ーチボールバレー大会』ですが、数年前までは、市内のチーム
のみならず市外からも合わせて、30チーム以上の多くのチーム
が参加し、大いに賑わっていましたが、最近は何となくチーム
数が少なくなったような気がします。私のチームの仲間も、転
勤や結婚で離ればなれになったり、仕事や家事が忙しくて試合
に参加できなかったりとこんな具合です。
　そこで、以前は「ビーチボールバレー」をやっていたけど、
暫くご無沙汰している方や『どんなものかやってみようかな』
って思っている方は、是非チーム「Ｍ2」を訪ねてみてください。
また現在も、「ビーチボールバレー」をやっている方は、一度
お手合わせさせていただけると嬉しいですね。お待ちしており
ます。
　長々と下手な作文を綴ってまいりましたが、最後に私の職場
を紹介して終わりにしたいと思います。私の職場である大竹市
消防本部は、大竹市総合市民会館の道路を挟んで反対側にあ
ります。消防署と消防課と二つの部署があり、現在47名の職
員が勤務しています。消防車（指揮者、ポンプ車、CAFS付
ポンプ車、水槽付ポンプ車、多目的車、泡原液搬送車、泡放
射砲車、化学車、ポンプ付救助工作車）が合計9台と救急車
を3台所有しています。大竹市管内における、平成28年の火
災件数は、8件、救急出場が1,485件で、火災は、減少傾向に
ありますが、救急出場は年々増加しています。
　申し遅れましたが、救急出動におきましては、広島西医療セ
ンターに半数以上の傷病者を搬送しており、救急行政に貢献し
ていただいていることに心より感謝いたします。
　私たちの職場
は、小さな消防本
部ですが、職員一
同力を合わせて頑
張ってまいります。
今後とも引き続き
よろしくお願いい
たします。

橋　村　哲　也大竹市消防本部消防長

地域のリーダー・アラカルト（第12話）
『はじめまして』
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＊地方の味つけ…醤油について＊
　地方によって、これだけ味が違うのは何故。（個人的な嗜好??料理の味付けは美味しいのに、さしみ醤油が辛い）
　醤油と言えば、皆さんがイメージするのは濃口ではないでしょうか？
　ですが、関西地方を中心に広く使われている薄口を始め、用途に応じた色々醤油が造られており、其々に独特の
味わいをもっています。日本での生産量の8割以上が濃口で、薄口は10％程度です。
　薄口は、上方料理から発達した調理向きの醤油で、今では家庭でも濃口と併用される事が多くなってきています。
　濃口の食塩分は約16％で、用途は、卓上調味料をはじめ、煮物、焼物、だし、たれなど調理用醤油としても万能
です。江戸期以来、関東を中心に発達し、香りと色、味のバランスに優れているのが特長です。
　薄口の食塩分は約13％で「淡口」とは「色が淡い」という意味で「食塩分が薄い」という意味ではありません。
食塩分は濃口より高く、料理素材の魚や野菜などの持ち味や色合いを生かすのに向いていて、淡（あわ）めの色合
いとおとなしい香りが特長で、色が淡いのは高濃度の食塩で発酵・熟成を抑え、醸造期間を短くした為、過程の仕
上げには甘酒や水飴を加えるのも特徴です。醤油の旨味も淡い色と同様、控え目です。関西人
の私と同じ（笑）。また香りも薄い為、つけ、かけ用には不向きですが、野菜の煮物や吸物、
うどんつゆなどにはとてもよく合います。
　溜まりの食塩分は濃口と同程度です。生産量は全体の2％弱で、濃口や薄口は大豆と小麦を
ほぼ等量ずつ用いるのに対し、殆ど大豆だけでつくられます。大豆を蒸してみそ玉を作り、こ
れに麹菌を植えつけ、塩水に仕込んで1年間熟成させます。中部地方で愛用され、刺身のつけ
醤油や加熱すると美しい赤みを帯びるので、煎餅やあられ等のつけ焼きなどによく使われます。
　かのルイ14世の宮廷料理には、日本の醤油を隠し味として使っていたと伝えられています。
　なにはともあれ、慣れ親しんだ味付けが一番です。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

28 68.5 70.8 71.4 67.2 61.6 65.3 70.2 65.1 72.8 75.1 68.1 73.0

H29 72.5 65.9
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28 97.2 98.7 84.1 86.6 75.5 71.6 86.5 79.4 94.4 97.3 86.7 96.2

H29 91.4 83.5
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
28 375 344 373 343 441 282 343 348 289 343 361 385

H29 310 264

25%

66%

1%

8%

29 5

地域医療連携室実績報告

栄養士のつぶやき栄養士のつぶやき ㉑ ㉑
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№ タイトル 著者/出版社 № タイトル 著者/出版社

1 がんを生きるガイド　「がん難民」にならないために
日経メディカル　編
/日経ＢＰ社 16 がんと一緒に働こう！：必携ＣＳＲハンドブック

ＣＳＲプロジェクト/
合同出版

2 がん患者さんの　心と体の悩み解決ガイド 
日経メディカル/日
経ＢＰ社 17 漢方薬でがん治療はもっと楽になる 星野　恵津夫/講談社

3 がん術後の人の食事 太田　博俊　他著　/女

子栄養大学出版 18 退院後のがん患者と家族の支援ガイド　 日本ホスピス・在宅ケア

研究会/プリメド社

4 あなたのためのがん用語事典 日本医学ジャーナリスト

協会編著/文藝春秋 19 がんに負けない、あきらめないコツ
鎌田　實/朝日新聞
出版

5 がんと向き合う安心便利ノート　
中村　直行・橋口
さおり/名著出版 20 がん・家族はどうしたらよいか

季羽　倭文子/池田
書店

6 がんはなぜ問題視されるのか　
谷田　憲俊／プリメ
ド社 21 親ががんになったら読む本

山口　建/主婦の友
社

7 身近な人が　がんになったときに　役立つ知識７６
内野　三菜子/ダイ
ヤモンド社 22 がん哲学外来へようこそ 樋野　興夫/新潮社

11 新　癌についての質問に答える
小川　道雄/へるす
出版 26 がんは人生を二度生きられる

長尾　和宏/青春出
版社

12 図解　がん治療を受ける前に知っておきたい５５のこと
土屋　了介：奥仲　哲弥

/エクスナレッジ 27 がんフーフー日記
川崎　フーフ/小学
館

13 患者必携　がんになったら手にとるガイド
国立がん研究センタ－がん対

策情報センタ－/学研メディカ

ル秀潤社
28 心配しないでいいですよ　放射線治療　改訂第2版

がん研有明病院放射線治療

部　編著/真興交易

14 ビジュアル版　がんの教科書 中川　恵一/三省堂 29 重粒子線治療・陽子線治療　完全ガイドブック
辻　比呂志・櫻井
英幸/法研

15 絵でわかるがんと遺伝子 野島　博/講談社 30 よくわかる　癌放射線治療の基本と実際
兼平　千裕　編集/
真興貿易

23
NHKきょうの健康　「がん治療」の正しい受
け方　安心かつ適切な治療を受けるために

「きょうの健康」番組
制作班、主婦と生活
社ライフ・プラス編
集部/主婦と生活社

25 余命半年、僕はこうして乗り越えた！
がんの外科医が一晩でがん患者になってからしたこと

西村　元一（医師、
がん患者）/ブックマ
ン社

24 堤先生、こんばんは
若き女性がん患者と病理医のいのちの対話

堤　寛/三恵社

8 最期まで自分らしく生きるためにできること
がん治療のことから生活、家族、遺言、身辺整理まで

NPO法人ホスピスケ
ア研究会/河出書房
新社

がんを告知されたら読む本　専門医が、がん患
者にこれだけは言っておきたい　”がん”の話

谷川　啓司/プレジ
デント社10

9 働く女性のための　がん入院・治療生活便利帳
４０代、働き盛りでがんになった私が言えること

岩井　ますみ/講談
社

がん

1 がん化学療法と患者ケア　改訂第２版
福島　雅典・柳原　一広

監修/医学芸術社 6 新　がん化学療法　ベスト・プラクティス
佐々木　常雄・岡元
るみ子/照林社

2 データで見る　抗がん剤のやめ方始め方
近藤　誠　著/三省
堂 7 症状で選ぶ！　抗がん剤・放射線治療と食事のくふう

山口　建/女子栄養
大学出版部

3 医者に聞けない抗癌剤の話　増補改訂版 平岩　正樹/海竜社 8 患者の「なぜ」に答える  がん化学療法Q&A
渡辺　亨・飯野　京
子/医学書院

4 基本まるわかり！分子標的薬 　改訂２版 石川　和宏/南山堂 9 抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤　隆佑/緑書房

5
国立がん研究センタ－　あなたが受けられる

抗がん剤治療　気になる副作用とかかるお金
荒井　保明/主婦の
友社 10 抗がん剤治療と上手につきあう本

安心して治療を受けるために
岩瀬　弘敬　監修/
日経ＢＰ社

化学療法

　日本人の2人に1人が、がんにかかる時代と言わ
れています。
　患者図書室では、がんと闘っている方、またその
ご家族に、がんについて知識を深めていただくため、
さまざまな本をご用意しています。

「治療」・「食事のくふう」・「痛みのケア」・
「患者さんやご家族の心のケア」・
「緩和ケア」・
「退院後の生活に関すること」・
「闘病記」 他。
　下記にご紹介します。
　ぜひ、ご活用ください。

患者図書室 から患者図書室 から
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1 モルヒネと緩和ケア質問箱１０１
濱野　恭一　監修/メディ

カルレビュー社 3 がんの痛み対策と緩和ケア
向山　雄人/主婦の
友社

2 やさしい　がんの痛みの自己管理　改訂３版
武田　文和/医薬ジャー

ナル社 4 痛みのケア　慢性痛、がん性疼痛へのアプローチ
監修・編集　熊澤
孝朗/照林社

1 肺ガン 　
坪井　正博/主婦の
友社 2 専門医が解説する　最新版　肺がんがわかる本

淺村　尚生　監修/
法研

1 乳がん　からだとこころを守る（別冊NHKきょうの健康）
岩田　広治　総監修/日

本放送出版協会 4 「乳がん」かも、といわれたら　乳がんの最適治療2011～2012
日経ヘルス・プルミェ編

集部/日経ＢＰ社

2 乳がん　私らしく生きる
ライフサイエンス出
版

3 乳がんでもなんとかなるさ　～独女マンガ家闘病記～
佐々木　彩乃/ぶん
か社

1 やさしい　胃がん外来化学療法の自己管理　 追補改訂版
瀧内　比呂也　編/
医薬ジャーナル社 3 胃がん　完治をめざす最新治療ガイド

佐野　武　監修/講
談社

1 大腸がん　内視鏡検査がよくわかる本
松生　恒夫　著／リ
ヨン社 4 大腸がん手術後の生活読本

高橋　慶一/主婦と
生活社

2 やさしい　大腸がん外来化学療法の自己管理　　改訂版
朴　成和　編/医薬
ジャーナル社

3 毎日おいしく食べる！　大腸を切った人のための食事
金光　幸秀　監修/
ナツメ社

1 ゼロからわかる　前立腺肥大症前立腺がん 鳶巣　賢一：遠藤　文康

/世界文化社 2 新版　前立腺肥大症・前立腺がん 澤村　良勝/主婦の友社

5
チームで患者さんをサポート　　がん患者ケアＱ＆
Ａ
ー乳がん・消化器がんの薬物療法を中心にー

河野　えみ子・桜井　美

由紀・徳島　裕子・村田

由紀子/じほう

5
手術日までに患者が知りたい大腸癌
検査から治療，術後経過，手術費用まで／腹腔鏡下
手術

市原　隆夫/金原出
版

2
ＮＨＫテレビテキスト　きょうの健康　2012
年.1月[特集]胃がん/不眠対策/手指のトラブル/
冬の事故/てんかん/ダイエット

4
ＮＨＫテレビテキスト　きょうの健康　２０１５年２月
[特集]胃がん/薬の疑問/安全入浴法/コレステロー
ル・中性脂肪/足の痛み/円形脱毛症

ＮＨＫ出版ＮＨＫ出版

緩和ケア

肺がん

胃がん

大腸がん

前立腺がん

乳がん

　このたび、当院の「PET-CTがんドック」「PET-CTがん・
脳ドックコース」「PET-CTがん・脳ドック・生活習慣病
コース」の３コースが大竹市ふるさと納税の返礼品に採用
されました。

ふるさと納税返礼品に採用されました
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広島西医療センターは、国立病院機構（NHO：National 
Hospital Organization）という143の病院からなる国内最
大級の病院ネットワークの病院です。
国立病院機構（NHO）という病院ネットワークが、どの

ようなグループでどのような活動をしているのかを紹介す
る『NHO PRESS～国立病院機構通信～』を発行しています。
待合や患者図書室に設置していますので、ぜひご覧になっ
てください。
なお、ホームページに最新号と過去のものを掲載してい

ますので、そちらもぜひご覧になってください。「NHO 
PRESS」で検索してください。

QRコード

NHO PRESS～国立病院機構通信～について
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編集責任者　広島西医療センター事務部長　大谷　伸次

■編集後記
「広報活動」
　先日、広報コンサルタントの方の講義を聞く機会がありました。
　病院の広報活動とは、「全てのステークホルダーズ（利害関係者）と良好な関係を築くこと」と定義されており、
相互理解と2ＷＡＹ（一方的でない）を念頭に置き活動をすることが重要と話されていました。
　今後とも本ニュースが病院の“顔”として対外的情報発信に寄与できるよう努めてまいりたいと思います。

（事務部長　大谷　伸次）

日時：平成29年10月7日（土） 12:00～16:00

会場：広島西医療センター

（若葉病棟前芝生広場・けやき亭周辺）

地域の皆様で、広島西医療センター祭に参加・協力してい
ただける方を大募集しております！ご希望の方や団体があれ
ば、お気軽にお声かけください♪

ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝ:0827-57-7183 内線:2668（事務局／療育指導室 中谷まで）

『長尾ちえみ』さん出演決
定!!今年もステージ企画や
催し盛りだくさんだよ。み
んな楽しみにして来てね！

シンガーソングライター
『長尾ちえみ』さん

第10回 広島西医療センター祭

広島西医療センター祭り実行委員会
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参加ご希望の方は、あらかじめ予約をお願い
いたします（当日予約可能です）。
問い合わせ先：栄養管理室（0827）57-8192

糖尿病教室を開催しております

●予約窓口●
・患者さんからの直接予約・予約変更は、平日13時～16時までに予約センターへご連絡下さい。
・医療機関からの予約（CT・MRI 含む）は、地域医療連携室へご連絡下さい。
・予約窓口がわからない場合も、地域医療連携室にご相談下さい。

■病院代表電話番号

■地域医療連携室

TEL（0827）57-7151
■予約センター（直通）TEL（0827）59-0251

ダイレクトイン
FAX

（0827）57-7183（内線2140）
（0827）57-7701

…前号からの変更箇所

再　　 診

PM2～4 予約制

外来診療担当医表
広島西医療センター

平成29年7月1日現在※受付時間　午前8時30分から午前11時まで

広島西医療センターホームページでも
紹介しています。ご利用ください。
http://www.hiro-nishi-nh.jp/

月 火 水 木 金 備　　考

内
　
　
　
　科

小
　
　児
　
　科

一
般
外
来

専
門
外
来

神経内科

総合診療科

禁 　 煙 　 外 　 来
インスリンポンプ外来
C A P D 外 来

2診
1診

3診
4診
5診

小児筋ジストロフィー
重症心身障害

初　　 診
再　　 診
初　　 診

再　　 診
1　　 診

消化器/肝
呼吸器/内分泌代謝/血液
循環器/血液

血　　 液

循 環 器
6診 腎臓/循環器/血液

呼吸器/血液

2 　　 診

1　　  診
2　　  診

1　　  診
2　　  診

1　　  診
再　　 診

発達外来
小児心身症

外　 科

産 　 婦 　 人 　 科
皮 　 　 膚 　 　 科

補 　 　 装 　 　 具

眼　　　　　　  科

整形外科

泌尿器科

亀谷　貴浩

広大（呼吸器）
藤堂祐子/山中秀彦（消化管）
鼻岡理恵（消化器）
楠　正美（循環器）
藤原　仁（循環器）
倉恒正利（腎臓）

角野　萌
元田　敦子

牧野恭子（パーキンソン病）
倉恒　正利
太田　逸朗

／
金子陽一郎
古川　年宏
予防接種※
伊藤　明子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
石﨑　康代
嶋谷　邦彦
岩﨑　洋一

糸谷友志/（永田義彦）
藤原　祐輔

淺野耕助/福島貴郁
長坂　啓司
新甲　　靖
中村　吏江

広大医師AM

伊藤やよいこ

宗正昌三（血液）②
福原崇之（肝臓）
太田逸朗（内分泌代謝・血液）
角野　萌（血液）①
中村秀志（循環器）
倉恒正利（腎臓）

渡邉千種（物忘れ）（第2・4・5）
元田敦子（第1・3）

倉恒　正利
／

担当医
金子陽一郎
古川　年宏
慢性外来

伊藤明子・福田清貴
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
今岡　泰博
齊藤　竜助
藤原　祐輔
永田　義彦

糸谷友志（岩﨑洋一）
淺野　耕助
福島　貴郁
新甲　　靖
中村　吏江

／

生田　卓也

広大（呼吸器）
福原崇之（肝臓）
太田逸朗（内分泌代謝・血液）
下村壮司（血液）②
中村秀志（循環器）
髙蓋寿朗（血液）①

牧野　恭子
檜垣雅裕（頭痛）

倉恒　正利
／
／

金子陽一郎
古川　年宏
慢性外来

伊藤　明子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
齊藤　竜助
今岡　泰博

／
／
／

藤井　慎介
福島　貴郁
新甲　　靖
中村　吏江

／

伊藤やよいこ

坂本直子（呼吸器）
藤堂祐子（消化管）
角野　萌（血液）
宗正昌三（血液）①
藤原　仁（循環器）
広大（血液）②

檜垣　雅裕
渡邉千種（筋疾患）

倉恒　正利
太田　逸朗

／
金子陽一郎
古川　年宏

／
伊藤明子・福田清貴

河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

木村（第２・４）

嶋谷/今岡/石﨑/齊藤

糸谷　友志
永田　義彦

藤原祐輔/（岩﨑洋一）
淺野　耕助
長坂　啓司

／
中村　吏江

／

亀谷　貴浩
生田　卓也

坂本直子（呼吸器）
山中秀彦（消化管）
太田逸朗（内分泌代謝・血液）
下村壮司（血液）
藤原　仁（循環器）
楠　正美（循環器）

渡邉　千種
元田　敦子
倉恒　正利

／
／

金子陽一郎
古川　年宏
乳児健診

伊藤　明子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
嶋谷　邦彦
石﨑　康代
永田　義彦
岩﨑　洋一

糸谷友志/（藤原祐輔）
淺野　耕助
長坂　啓司

／
／
／

再診外来
予約制

※は月曜日が休日の
　場合火曜日

下記の専門領域以外の新患

予約制

予約制

予約制

金曜日交代制

木曜日手術日

水曜日手術日
第2・第4月曜日

予約制 PM
予約制 PM
予約制

予約制 PM

PM


