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  新年明けましておめでとうございます。 

   昨年中は、皆様から数々のご厚情・ご支援を賜りまして職員一同御礼申し上げます。 

    地域医療連携室としては、昨年1月には、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、 

       事務職員で連携をとりながら、先生方からのご紹介患者様をスームズに対応できるように 

      地域医療連携室、入退院センターを一体化しました。そして１０月には西区、佐伯区、安佐南区

の先生方との病診連携の会を開き、沢山の先生方に土谷総合病院を知ってもらう機会ができまし

た。 

 昨年中は、格別のご支援を賜り、誠にありがとうございました。 

今年は申年、「見ざる 言わざる 聞かざる」とも申しますが、 

私ども地域医療連携室スタッフは、「見る猿、言う猿、聞く猿」に 

なります。   

  臨床面では、整形外科で新しく小林孝明医師を迎え、今までの手の外科に加え膝関節領域の治療を始め

ることができ、少し当院の幅が広がったように思っております。 

 本年もあかね会の理念である｢いま求められている医療の最高レベルを目指すとともに、明日の医療のあり

方 に機能しよう｣を忘れず、皆で努力してまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げま

す。平成28年が皆様にとって良いお年となりますよう祈念いたします。 

                                         【土谷総合病院 院長  土谷 治子】 

「見る猿」⇒病院・診療所の先生方と顔の見える関係 

「聞く猿」⇒先生方・患者様のご意見・ご要望にしっかり耳を傾け、 

  日々努力をいたす所存でございます。 

   本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。 

                

「言う猿」⇒先生方及び患者様と気軽にコミュニケーションをとれる関係をめざし、 

【地域医療連携室】  
室長 荒滝 桂子 



 

 新年明けましておめでとうございます。昨年10月3日土曜日、ＡＮＡクラウンホテルにてあかね会土谷総合病院連携の会を 

開催させていただきました。今回は、西区、安佐南区、佐伯区の先生方にご参加いただきました。週末の夕刻からの開催にも 

かかわらず、たいへん多くの先生方のご参加を賜りました。この場をおかりして 

お礼申し上げます。 

 当日は、西区医師会長 篠原秀之先生にご挨拶をいただき、安佐南区の 

大本祟先生の乾杯のご挨拶で懇親会が開始となりました。 

 土谷総合病院は、中区の西寄りに位置しており、以前より西区、安佐南区、 

佐伯区の先生方と患者さまを通じて密な連携をとらせていただいておりました。 

また、昨年より西区のあんしんネットの連携病院にも加えていただくこととなり 

ました。しかしながら、西区、安佐南区、佐伯区の先生方とは区が異なるために、 

講演会等で直接お会いする機会が少なく、今回の連携の会を開催させていただきました。懇親会では、会場のいたるところで 

話が盛り上がっており、参加していただいた先生方と病院スタッフとの大変貴重な情報交換の場とすることができたと考えて 

おります。 

   会の終盤では、土谷総合病院の各診療科からの短時間の自己紹介スライドを提示させていただきました。 

各科スタッフの顔、各科の特徴など、ご理解いただけたかと思います。 

今回の連携の会を機に、これまで以上に諸先生方と密に連携し、患者さまに最高の医療を提供できれば 

と考えております。 

    本年もひきつづきご指導ご鞭撻をたまわりますようにお願い申し上げます。 

 

月 火 水 木 金 

午
後 

当番医 森石 川西 森石 新宅 

慢性腎臓病に関して当科では（１）慢性腎臓病食事教室、（２）慢性腎臓病

教室、(３)糖尿病・腎疾患治療外来と、3つのものを開催しております。                                             

（１）慢性腎臓病の食事教室 
参加スタッフ：腎臓内科医師、看護師、保健師、管理栄養士 
日 時：毎第１水曜日 14:30～15:30 
内 容：テーマ毎のグループワーク形式 
 （テーマ：タンパク制限食、カリウム制限、塩分制限、カロリー摂取、 
  献立の立て方）。その他、季節毎の腎臓病食の提案、試食も 
   行っています。 
1回あたり平均参加人数（平成26年度）：14人 

(３)糖尿病・腎疾患治療外来 

指導：腎臓内科医師、糖尿病指導看護師、 

    管理栄養士の3者による個別指導 

日時：木曜日午後（完全予約制） 

場所：北外来 

人工臓器部 

詳細に関しましては地域連携室までご相談下さい。 
皆さまのご利用をお待ち致しております。 

【地域医療連携室】  
室長 塩出 宣雄 

食事教室で配布した 
クリスマスカードとお菓子 
（低タンパク,高カロリーの 

補助食品） 

《外来担当表》 

          （２）慢性腎臓病教室 
参加スタッフ：腎臓内科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師 
日 時：第三火曜日 10:30～11:30 
内 容：講義形式の集団指導（6回シリーズ）。 
  慢性腎臓病の基礎知識、生活習慣病と慢性腎臓病、 
  血圧と慢性腎臓病、透析と慢性腎臓病、糖尿病と慢 
  性腎臓病、心血管疾患と慢性腎臓病 
    1回あたり平均参加人数（平成26年度）：10人 

 
12月 

「慢性腎臓病の食事
教室」開催風景 

 

【人工臓器部】  
部長 新宅 究典 



 【小児科部長 田原昌博】 

    ～「愛のある医療」をモットーに子どもたちのために日々尽力しています～ 
  

 小児科は「日本小児循環器学会専門医制度修練施設」、「日本周産期・新生児医学会専門医制度指定研修施設」、 

「胎児心臓超音波検査専門施設」、「Amplatzer Duct Occluder(ADO)を用いた経皮的動脈管閉鎖術の施行認定施設」に 

認定され、NICU（新生児集中治療室）は地域周産期母子医療センターとして指定されおり、先天性心疾患、川崎病、 

不整脈などの小児の心臓病の診療と、NICUにおける新生児治療を中心とする高度先進医療の分野から、一般小児科 

診療及び予防接種、乳児健診、育児相談まで幅広い診療を行っています。 

 心臓病の診療では、先天性心疾患に対する手術は年間60～90件、心カテーテル検査は年間90～130件施行しており、 

バルーンカテーテルによる血管拡張術やコイル塞栓術などの経皮的カテーテル治療も年間20～30件行っています。 

2015年からはADOを用いた経皮的動脈管閉鎖術が可能となり、今までなら外科的に閉鎖せざるをえなかったような太い

動脈管もカテーテルで閉鎖することが可能となりました。心エコー検査は年間2800～3200件施行し、その他、CTやMRIを

用いた先天性心疾患や冠動脈疾患の画像評価も行っており、非侵襲的なフォローを心掛けています。また、胎児期から

の心疾患のスクリーニング・診断を目的に胎児心エコーも年間90～120件施行しています。 

 新生児の診療では、地域周産期母子医療センターとして年間180～230人の新生児の入院を受け入れています。ドク

ターカーによる新生児救急搬送も行っています。当科の特色として、NICU入院児の20～30％が先天性心疾患を持つ新

生児となっています。 

 胎児から新生児・小児、そして小児循環器領域に関して気になることがございましたらご紹介頂ければ幸いです。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。 

【動脈管】 
【Amplatzer Duct Occluder留置後】 
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一般外来 

循環器外来 
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循環器外来 

一般外来 

循環器外来 

一般外来 

循環器外来 

午
後 

一般外来 

循環器外来 

乳幼児健診 

予防接種外来 

胎児エコー外来

（要予約） 
心カテ検査 

一般外来 
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乳幼児健診 

予防接種外来 

心カテ検査 

小児科 

《外来担当表》 

Amplazer Duct Occluder(ADO) 
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土谷総合病院    〒730‐8655  広島市中区中島町3‐30 

             TEL：082‐243‐9191 〔代表〕   FAX：082‐241‐1865(代表) 

          ＊地域医療連携室（紹介予約専用直通）＊ 

             TEL：082‐243‐9222 〔予約直通〕   FAX：082‐243‐9223(予約直通) 

 

  《スタッフ紹介》    

   室   長  荒滝 桂子（消化器内科部長）   塩出 宣雄（循環器内科部長） 

   転院相談  （看護師） 師長伊美 礼子  楠本 万理 

   紹介予約  （事務） 遠山 亜紀  高橋 正江  廣川 敦子   

   医療相談  （MSW)  印藤 由紀   林 愛子   清水 香保里   桂木 真由美 

   入退院センター  （看護師） 内部 麻紀  亀井 久美子  村尾 麻衣  松本 慶子   

               （事務） 佐藤 美穂 

教室名/時間 月日 内容 担当 お問い合わせ 

慢性腎臓病の 
食事教室 

 
14：30～15：30 

1月６日 

水 

「カリウム」の控え方 

医師/管理栄養士/看護師 

３階南病棟 
看護師長 

 

(仮)2月3日 「たんぱく(２)」の摂り方 

(仮)3月2日 「献立」の立て方 

慢性腎臓病
（CKD）教室 

 
10：30～11：30 

１月１９日 

火 

「血圧と慢性腎臓病（CKD）」 医師/薬剤師/看護師 

２月１６日 「透析と慢性腎臓病（CKD）」 医師/薬剤師/看護師 

３月１６日 「糖尿病と慢性腎臓病（CKD）」 医師/薬剤師/管理栄養士 

心臓病教室 
 

14：30～15：30 

１月４日 

月 

なるほど 心疾患を疑う検査項目は？ 臨床検査技師 

心臓血管 
センター 

２月１日 備えあれば怖くない心臓の手術 心臓血管外科医師 

３月７日 
自分の身体は自分で守る  
実践!! 家庭での血圧と脈拍測定 

看護師 

糖尿病教室 
 

14：00～15：00 

１月２２日 

金 

③糖尿病の治療 医師 

お薬窓口 

２月１２日 
糖尿病の進行を抑えるためにできること 

  ～日常生活を見直そう～ 
看護師 

２月２６日 ④糖尿病と認知症 医師 

３月１１日 今晩何食べよう（おかずセレクト術） 管理栄養士 

３月１８日 ⑤生活習慣病と動脈硬化 医師 

肝臓病教室 
 
 

14：30～15：30 

１月25日 

月 

「肝臓病の運動療法」 理学療法士 

北外来 2月22日 「肝臓病の薬」／未定 薬剤師／医師 

3月28日 「肝臓の検査」／未定 検査技師／医師 

《疾患を持つ方とそのご家族、又は興味のある方ならどなたでも参加できます》 

場所：８階会議室  参加費：無料  ＊当日参加可能です 各教室のご案内 


