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疫解言霊宗票芸諾慧豊票賢の運営に対し、ご理】盲嘉姦蔽こ三高蒜表毎蒜議‾蒜提供や経営の効率化を図り、地域の包括ケア拠点施設として持続
／

緑
＼J

r地域包括ケアJのゴールと言われる2025年に向けて、国は地　可能な病院運営を目指すものとします。

域医療構想（ビジョン）など“医療・介護の融合’を急ピッチで進め　　全戦員一丸となって頑張ってまいりますので、今後とも地域の
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様の2支援をよろしくお願いいたします。

し慧監詣琵許票莞芸聖霊諾蒜宗吾莞　庄原市病院事業管理者ノ　蒜蒜還蒜蒜盲蒜還し押■朋ヒ白帆羊／ノノり　　西城市民病院院長郷力和明

麺・萄認頚既瀞平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年間）

蓋…市民の曹さまが安心して暮らせ
心の支えとなる病院に

～過疎地域における将来にわたって安定した医療の提供と

市民の健康を守り垂心して医療が琴けちれる体制整備に向けて～

基卒①悪書さま第－の、満足いく医療を提供します。

方針課題豊諾濫諾芸㌫諾崇す。
㊨悪書さまのプライバシーを尊重し、わけへだてのない医療を

提供します．
⑳常に自己研軌こ努め、明るく働きがいのある濱壌環境つくり

4‘－＋≠ �� �0広島県地域医鯛酢配えた役割の明削 �巨 

●西城市長病院の果たすべき役割 
一般急性期医療と介護事業の一体化で、地域医療の確 

保と健診事菓及び各種介護事業を中心に担います。 ��匝 l； 華 一二、1 ●－末 個 樗 ＿＿・貞 一 li 二】 ・▼▲－ jLr1 ＝ 

●地域包括ケアシステムの書憩に向けて果たすべき投射 

祉・介護の中心的な役割を担い、今後はさらに在宅医療・ 

還㌫㌫　　　命 
住民惣読会や烹‾ムぺ▲ジへ野馳テラ11 シの配布を行い、情報の共有化を図。ます。 

●医療機関や禰祉施設の連携　　Il 
二次救急医療の堅持と地域包括ケアの充実に向けて、 

福祉施設との連携や在宅医察、健診事業、介護事業の推 
進を函り、地域密着型の提供体制をめさします。 

昏地域に開かれた病院の蠣集 地域住民と一体となった開かれた病院づくりをめざし 

て、医療情報の発信や信頼関係の構築に向けて取り組みま す。（出前講座の実施、地域住民によるボランティア活動） ●地域医療連携推進漢人の設立ノnJ二二 億北二次保健医療圏内の公的医療機関とl：ヽ の連携を強化し、二次医漂兇完結型による医IJT 

ん｛一 ・・1†．1 ．≦∴二組 Ⅰ■珊㌧ 

療提供体制の構築に取り組みます。 

玩◎再紆ネットワーク化　、－ �＿「‾‾ ⑳ 

医師・看護師の確保・育成
医師については、広島大学病院や近隣の

医療機関と連携し確保に努めます。看護師
こついては、ホームページやハローワーク、

奨学金制度の周知により確保に努めます。

義人の確保
入院・外来における診療単価の増や、各種指導、∴▲

料の徹底、健診事業の受診率向上による収入の確
保に努めます。また、在宅医療・介護事業の推進も

最出の抑制
後発医療薬品の使用促進及び診療材料の絞込み、経費

の節軌こより歳出の抑制を図ります。また、業務の効率化
こより適正な職員配置に努め人件手の適正化を図ります。

施毅・整備の適正化
施設撃傍と機種器具の計画的な更許の実誰をします｝

経営収支計画
入院・老人保健施設については、利用率の数値

目標により増収を図ります。

現状の地方公営企業法の全部
適用を継続し、医療従事者の確保
と院内で組織する経営健全化垂

罠会の活性化を図りながら、聡美
一丸となって良莫な医療の提供と

経営の安定化に取り組みます。



2017．5

暫恩
整形外科部長　　　　臣局岳　内科医師　　　副院岳外科医師

本山　粛三　　　田中惣之輔　　　武臣　菅平

西、克市民痛打完7こよリ

主　¢西城市民病院

病院事業哲理書
院昆　内科医師

建形外科全般を診察し　内科疾患姦診姦し　那議連全線妄表し　郷力　和明
ています｝　　　　　ていますH　　　　　　ています。　　　　　内科宗志呈絵を表音宗し

ています。

整形外科（非常勤）　　内科医師（非常勤）　　内科医師（非常勤）　　内科医師（非常勤）

長谷川魚彦　　満永　幹雄　　江華　玄太郎　　泉　祐介

医師紹介
今年度もよろしく
お願いいたします

、言

内科医長　　　　　　　歯科部長

吉光　成児　　　柴田　暁輝
毎週金曜日に診察して　毎月男卜素3水曜日に　毎月隔週の火曜日に診　毎月隔週の火曜Eに診　内科疾患全般を診察し　歯科全般を診棄してい
います0　　　　　　診察しています。　　案しています。　　　察してい芸す。　　　ています。　　　　　ます。

巧　や肴
1．．＿　　　　　　　　　　　　　　　　■■
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歯科医師（非常勤）　　歯科医師（非常勤）　脳神経外科医師（非常勤）脳神経外科医師（非常勤）精神科医師（非常勤）　婦人科医師（非常勤）

小武家誠司　　　中西　惇　　加納　由香利　　渋川　正顕　　淀川　良夫　　村尾　文規
嘩適不瞳blL諺姦しし　句題月権副」蕗無し（筍月福虐め大義出tL畠　鴇月編虐め火盛b■、諺　竜也不晦日の午後lL　嘩月義2・嘉4木偏白め
います　　　　　　います0　　　　　　集しています。　　　票しています。　　　‾物忘れ等門外来■とし　午後に診察しています。

て珍察しています。

人rt地瑚丁ア疇床て￥
、嵐＼　＿〆　　　　し

3月9日（禾）、当院3階ホールにおいて、在宅復帰への意欲向
上のために、季節の行事である「地域包括ケア病床ひな祭り会」
を開催しました。

参加された約20名の患者さまやこ豪族は、歌集を手におひな
様や春の歌を和やかに歌いました。

担当した小谷違看護節は、「声を出すことが蒜下韻能の向上
にもつながり、懐かしい歌を歌うことで、心が動き、回復意欲に
つながればと慮っています。jと話す。その後、菓しいティータイ

ムを過ごしました。

参加された方々は、r歌を

歌ったのは久しぶり。」「昔が
懐かしいね。」などと、笑顔で

話されていました。

地域包括ケア病床では、今
後も創意工夫しながら、家族
や地域とのつながりを大切
にし、退院支援の取り組みを

続けていきたいと思います。

ホームページを

開設しました！
この度、西城市民病院独自の

ホームページを開設しました。こ
れまで、庄原市ホームページから 漂≡暫
のリンクとして西城市民病院の　棚

記事を掲載していましたが、情報　　　■払■、へ　▼㌔、

公開及び広報活動の充実を図る監ヨ∴＝丁．‾表表
ため、改善したものです。

運営状況をはじめ、医療・保健・

介護情報、敬具募集などの情報を
タイムリーに提供し、市民の皆さま

に当院をご理解いただき、気軽にご

利用いたたけれはと願っています。

⊂≡－q，二11
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ぜひご覧ぐだやし1、塁

h憤P：他的yo・hospital加／

病慌ボランテ一才ア　　　　　　　　　　　西城市民病院では、病院内でボランティアとして外来患者さまの

Ll）こ・ついつ　　　　　け「、1′「、お手伝いをしていただく「外来受診サポーター」を募集します。背き
滞Jlミ誓言菅鼻jもn㌧£′′コ！／息．まの温かいご支援をお待ちしております。

申し込か同い合わせ先／庄原市立西城市民病院　事務局庶務係0側携董　TEL：0824－82－2611㈹

㊧



西城市民汚院だよリ

′し　　　　　　　　　「

この度こちらの病院
で勤務させていただく
山田です．西城の地域
の皆さま、そして患者
さまに一日でも早く信

山田可奈子　いたします。

この度4月より、西城市民病院にて看護師として新規採用
されました。西城の地を訪れたことはこれまで数回しかあり
ませんが、病棟から見える、山々が身近に連なる景色に同じ
庄原とは思えない風情を日々感じています。病院の傍らには
川も流れ、日当たりの良い病楔で勤務できることをとてもう
れしく思います。

患者さまは、それぞれ自宅や施設など退院先は多岐にわ
たります。入院されている時間は長くはありませんが、患者
機としっかり話をし、安心して退院していただけるようお手
伝いさせていただきたいと思います。

倉　　　　　　　　　　　2017，5

生まれ育った西城で、看護
師として働かせて頂く事に喜
びと縁を感じています。これま
での社会人としての経験を自
分の看護に活かしていきたい

＼l　頼していただけるよ　　　＼／　です〇着護師という専門職とし

新規職員紹介　讐警三警ます。よろしくお凱　空車更讐言語等㌔芸謂迄吾篭苦
坂本　全啓　志三走去護妄盆前盲盲ま与

頑張りたいと思います。よろし
くお願いいたします。

3階病棟　看護師

落付しのぶ

西城市民病院は、市民の皆さまが健康で暮らし
ていただくために必要な情報を提供したり、病院

や介護事業所が取り組んでいる内容を知っていた
だいたりするために、地域に出向いて出前講座を
才〒「ています。

デイホーム五町の心あたたまる一日
「お口の踵豪JH2935実施■

¢
＼1

今年の3月に書護学校を卒業
し、4月から外来に勤務しており
ます。

これから多くの経験を積み、看
護師としての知識を増やし、技術
にも磨きをかけていきたいと思

還竃≡芸重義慧護曇
るしくお廉いいたします。

蔽気組ここ利用くだ乱l！轡
年度別出網■瞳実施状況

前年度は、20覆類を超える講座メニューの中で、これまでのr心と身体の健康
づくり」、rお口の健康Jやr体操」に加え、「認知症の予防と関わり」や「薬の飲み方」

をテーマにしたものが多かったです。皆様、是非こ利用ください。

●申し込み・問い合わせ先／西城市民病院　地域連携室
TELO824－82－261日円腺205J FA入日824－82－2012

‘しあわせ館まつり”は住民♯加・♯画聖手法のイベントとして地域に定

着して含ました。4即5日（土）、業柑屈しあわせせまつりが、庄原市西城保
健福祉センターrLあわせ靂鮎において開催され、450人の方々刊こぎわい
ました。今年のテーマは、FはばたけIみんなのしあわせ軌で、蝶力和明西
城市長憫院長と小谷勝行実行重点長のあいさつでスタートしました．まつ
りは、手ともたちや烏齢者の万々、市ランティアの皆さんの花気なステ白シ

発表と、ボランティアの皆きまの展示や食事ヨ＝チ蒜で大いに盛り上がりま
した。心とお腹が満たされ、笑顔あふれる幸せな一日となりました。

年】■ �坤■ �●加暮■ �■H■■■rご 

H26 �12回 �386人 �心と身体の健よづくり 

HZ■／ � �656人 �心と身体のt康づくり 
体操（運動機能向上） 

H28 �22回 �673人 �心と身体の龍■づくり 

地域包括医療・ケア 
お口の健康・口腔ケア 
体操（勤機能向上） 
匿知症の予防と闘わウ 
藁の飲み方 

動に参画していただき
たいと慮っています。

現在、市内には77人
の体操指導士が、各地
域で年間400回以上、
精力的に活動を展開さ
れ、元気の輸を広げて
くだきっています。
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や穴症艶：数馬誤禦豊書芸
です。早期に生活改善や治療に結びつけるこ
とで、冗気な日々を継続することができます。

一一健診C、－受けてくだ乱畔，

庄原市集団健診〝の申し込訓は、今も可能です！
庄原市の指定する健診の一次申し込みの期限は経過しましたが、

集団健診については申し込み可能です（西城市民病院での集団健診
は12月末まで受け付けます）。この筏会に是非こ利用ください。

実翫：平成2時6月2日～平郎0年脚6日の火・木儲日実施予定
●問い合わせ先／西城市民病院　事義局医事係　TELO824－82－2613

魅惑
tb蟄フ蛤重力琶指命）

C00thg R8dP●

十　本す舟　′

‰怒

西拍；市民病院によリ

齢の内容 �√鮭　対象者　　濫 
件鮎平成30年3月3柑鮎）匹玉田E辺辺 

（寺呑定錠診） �40歳以上の � � � 

20厳以上3g �の敏良品者 �1、600円 

40歳以上の �社会保険等被保険者 �加入する触着 
定膿診受笛券」が必要 �によって異 �なります 

肺がん検診 �40徴以上の 20哉以上の �方または 庄原市国保の方 �300円 �500円 

書がん検診 ���1．600円 �乙580円 

大隕がん検診 ���200円 �300円 

乳がん検診 �40歳以上の � �M円 �1．000円 

子宮がん検診 � �女性　　　　150郁弓 ��l助0円 

骨密度検診 �40歳以上の �女性　　　11、000円 

前立脚がん検診 �50歳以上の �男性 �500円 

8卦C附ウ仙ス鯖 �40歳の方、また 過去に捜査を受 � �T．∝旧円 

鶏肉のマヨネーズ焼き　設㌫：191kca■

【材料1人分】鶏もも肉　　50g　　キャベツ　　　　30g
きぬさや　　　3g　　マヨネーズ　　　10g

文芸ねぎ　2篭　讐すくちしょうゆ0・…ヨ
しいたけ　　10g

【作り方】①きぬきゃはゆでて斜め半分に切る。
②たまねぎ・人参・しいたけはみじん切りにし、ゆで、冷めたら

マヨネーズと混ぜ合わせる。

③キャベツは太めのせん切りにしてゆで、うすくもしょうゆで
和える。

⑳煮付け　　　　④鶏肉は食べやすい大きさに切り、塩で下味をつける。
rlll宰・ひじき）　骨許板にクッキングシートを掛・、て港内をのせ欒肉の上lr②

）感も　⑫酢物（たまねぎ・　をのせる。

＼　　　k▼　　きゅうり）

油分のコクで妹にメリハリ汚す味でもおいしい！姦真二ブ元窟衰海面癒し盲く嘉品二

⑥180度に温めたオーブンで約10分焼く。

⑦鶏肉に火が通ったら皿に盛り、③を添えてきぬさやを飾る．

マヨネーズを加えることで膝にメリハリボつき、うす椙机ルく慮じます。　※フライパンで挽くときは、アルミホイルで包み、中火で鶏肉
注）たくさん倭うとエネルギー暮摘くなりますので注意しましよう。　　　　　　　　に火が通るまで焼きましょう。

藁等欝芋訂許憲還ぬ碧等甜

西城帝展病院で臥ボランティアの方々の己
支援をいただいております。
弁証老人森脇施設rせせらぎよのフロア＝や

廊下の観葉博物等を手入れしてくだきってい
るボランティアの方をこ紹介します。

中野の小谷勝行さんは、「忙しい職員さんに
かわってできることをしているんです。入所者
の方や職員さんの心が和めばうれしいです。

入所者の方々とのお古も楽しみにしてい
ます。Jと話されます。

小谷さんは、介護福祉士の資格を活
かして、環現やメンタル面など、多方面か

らサポートをしてくださいます。

6年的、しあわせ館の木製花壇の修
顎を手伝ったことが吉っかけで、3年蘭
から「せせらぎ』にかかわるようになり、

かけながら水やりをされます。
r介護の仕事に精一杯で、植物の手

入れが不十分なところを、しっかりサ
ポートしていだただいて感謝していま
す。来ていただくと元気が出ます。」と

職員は話します。
ボランティアの皆さん軌8温まるご

支援に感謝いたします．

更法器芸濫憲詣芸濃喜豊　富
顔で声色かけなから、作業鐘続けられま
ず。債渡し受容ずることの大切さを強調
されます。
植物の種類や特徴を良く知り、葉の

色や根の元気度を観察しながら手入れ
をされます。植物に優しくゆっくり語り

春の花が色とりどりに庭や野を飾り、若葉の山々とマッチして、美しきに圧倒されるこの頃です。
地域の皆様に愛される病院であり続けるために、今回策定した改革プランに基づいて、職員一

同、具現化事業に励んでまいります。
現在、病院を支える市民組織である「地域医療と健康生活を守る会」が、講演会（7月予定）を企

画中です。詳細は後日お知らせします。是非ご参加ください。
次回のすずらん発行は、8月を予定しています。ご意見等、お寄せください。西鳥市民告現広さ委員会】

⑳


