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 院長  土谷 治子   

                                   木々の新緑が春光に映える季節となりました。催花雨に促された草木は芽を張り、花を 

               咲かせています。そうした春の息吹とともに、土谷総合病院では新たにたくさんの優秀 

                なスタッフを迎えることができ、職員一同新しい気持ちで新年度を迎えております。 

                                            今年度の大きな当院の変化としては、心臓血管外科の内田直里部長が昨年度末で 

                                          退職 となりました。今後、心臓血管外科は望月高明顧問の指導の下、山田和紀部長が 

             小児、古川智邦が成人、血管外科は望月慎吾が中心となって担当していくようになります。 

 新しいチームで、諸先生方のご指導をいただきながら、成長してまいりたいと考えております。 

 病院全体としては、長年看護部長として務めておりました、田中律子の退職に伴い、４月より今まで管理看護 

師長を務めておりました江原真由美が看護部長となり、看護部も新しい風が吹いています。 又、地域包括ケア 

病棟開設を現在準備中です。 次回の地域医療連携室便りでは開設のご案内ができる予定です。 

 医療法人あかね会の理念「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、地域の先生方と共に、成長していく所存でおりますので、今後ともご指導よろしくお願い 

いたします。 

 このたび、田中律子看護部長の後任として、看護部長を拝命いたしました江原真由美です。長い年月をかけ

先代の看護部長が土谷総合病院の看護部を支え、作り上げてこられたものを礎とし、今後は皆様のお力をお借

りしながらより一層安心して頂ける質の高い看護の提供を目指したいと思います。 

 さて、急速に少子高齢化が進む中で、団塊の世代が75歳以上となる2025年まであと僅かとなりました。国民一

人一人が、医療や介護が必要になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人

生の最期を迎えられるよう、従来の病院完結型から地域完結型へと方向転換しており、看護の果たす役割も多

様化し、活躍する場も拡大しています。 

 当院では、一昨年より各病棟に退院支援リンクナースを配置し、地域医療連携室と連携し入院早期より退院

後の生活を見据えた支援体制を整備してまいりました。加えて、今年度はさらなる機能分化を図る為、地域包括

ケア病棟の開棟を予定しております。病院職員のみならず、地域の医療・福祉・介護の方と 

連携を図り、外来から入院、入院から退院後の生活まで支援できるよう尽力してまいり 

たいと存じます。 

 また、看護部においては今年度の目標を「ひとりひとりに優しい看護を提供します」 

とし、患者様に満足度の高い看護が提供できるよう日々努力を重ねていきます。その 

ために、人間性と専門性豊かな看護職を育成し、看護の専門性が発揮できる職場 

環境を作ることが大切だと考えています。 

今後とも、引き続きご指導の程、よろしくお願いいたします。 
看護部長 江原 真由美 



心臓血管外科より 
『血管専門外来開設のお知らせ』 

 この度、火曜日の午前に血管専門外来を開設いたしました。これまでも当院では大動脈瘤・末梢血管疾患に対す

るカテーテル治療・外科治療を積極的に行ってきました。これに加え、一昨年からは下肢虚血に対する下腿や足

部に対するバイパス手術も積極的に行い、これまで切断を余儀なくされた下肢を救肢すべく、日々研鑽を積んで

おります。血管カテーテル治療の部門では、大腿動脈レベルへの小径ステントグラフトの使用が広島県下で初め

て使用可能となりました。また、すでに潰瘍のある下肢に対しては、フットケアチームとして、皮膚科・放射線

科・内分泌内科・腎臓内科と連携して治療に取り組んでおります。紹介先に迷われた際はいずれの科にご紹介い

ただきましても対応が可能です。何卒よろしくお願いいたします。 

 尚、血管専門外来は火曜日ではありますが、下肢の急性動脈閉塞や深部静脈血栓症で緊急治療が必要な際は、

ご遠慮なく連絡ください。 

 月 火 水 木 金 

午前 
望月（高） 

望月（慎） 

大動脈 上下肢血管 

古川 古川 望月（高） 

望月（慎） 山根 

午後 山田 望月（高） 古川 山田 

循環器内科 救急要請 
080-1908-6660（直通） 
緊急症例は、ホットラインへご連絡ください 
24時間いつでも対応可能 

6月13日（火）19：00～ 

定例の「土谷循環器カンファレンス」は心臓血管外科と合同の開催となります。 

詳細は後日ご案内いたします。 

                      4月、新年度の始まり。 

               今年も広島カープの勢いはすごいですね。私は、1975年カープ初優勝からの 

       黄金時代は熱狂的ファンであったのですが、いつのまにか見向きもしなくなり・・・昨年9月から 

    また急にファンになったという、広島市民として恥ずかしい人間です。今年４月、もうひとつ広島のプロ集団 

    ｢広島交響楽団｣の音楽総監督に下野竜也氏が就任。｢広響が広島の皆さんに愛され、必要とされるオーケストラ

であり続けるように全身全霊努力していくことをお約束します。｣と述べられていました。先日、その下野氏の就任披露

コンサートに行き、エネルギーをいただいてまいりました。広響も市民交響楽団からの出発、広島に根ざしたオーケスト

ラ。考えてみれば、私は生まれてこのかた広島県からでたことがない！広島市民として、カープ同様、広響も応援して 

    いこうと思いました。（サッカーはまだ不案内なのですが、そのうちサンフレッチェも・・） 

   さて、小さいながら、土谷総合病院地域医療連携室も、新しいスタッフを迎えてスタートしました。 

当院もカープや広響のように｢医療のプロ集団｣です。土谷総合病院が地域の皆様、先生方に愛され、必要 

    とされる病院であり続けるよう、地域医療連携室スタッフ一同努力する所存でございます。 

              どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                        平成29年4月18日執筆 
“ちょっとひとやすみ”のコーナーです 

地域医療連携室の室長である荒滝医師の 

日々のつぶやきにお付き合いください。 

このつぶやきに共感するもよし、否定するもよし・・・ 



循環器内科  渡 雄一郎（H10年卒） 

①4月より循環器内科に配属となりました。虚血性心 

疾患を中心に循環器内科一般を担当させていただき 

ます。患者様の満足が得られるよう、適切かつ高度な 

医療を提供できますように日々努力していく所存です。 

②テニス、釣り、サイクリング、キャンプなど 

③不橈不屈 

消化器内科  寺﨑 元美（H16年卒） 

①主に内視鏡検査・治療をおこなっています。患者様 

に繰り返し検査を受けて頂けるよう、苦痛の少ない検 

査を目指しております。よろしくお願いいたします。 

②野球観戦 

③人間万事塞翁が馬、棚から牡丹餅 

整形外科  吉塚 将昭（H19年卒） 

①手の外科専門施設で働けることを大変うれしく 

思っております。地域の皆様にお役に立てるように 

頑張りますのでよろしくお願いします。 

②草野球 

③ハングリー精神 

麻酔科  森 洋子（H23年卒） 

①卒後7年目でまだ至らない点が多く、周りの先生

やスタッフの方々に助けられながら日々勉強していま

す。土谷総合病院では、自分にできることをしっかり

取り組んでいきたいです、よろしくお願いします。 

②旅行、ドライブ 

③為せば成る 

外科  佐藤 幸毅（H23年卒） 

①腹部消化器の一般外科・甲状腺外科に対応して 

います。どの手術も安全性を心掛け、患者さまのより 

早い回復と退院に努めています。 

②ボウリング、カープ観戦 

③明日野郎は馬鹿野郎 

皮膚科  横林 ひとみ（H15年卒） 

①創傷ケアセンターがあり、特色あるこの皮膚科で、 

誠意をもって患者さんの治療にあたりたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

②カメラ撮影・ミュージカル鑑賞 

③どんな場所にいても今が大好きだって言える 

（by Mr.children） 

心臓血管外科  平岡 俊文（H18年卒） 

①これまで呉で4年、福山で4年、倉敷で3年と、広島 

からは離れた土地で勤務してきました。広島の医療に 

貢献していきたいと思いますので、よろしくお願い申し 

上げます。 

②読書 

③道 

皮膚科（非常勤）  戸田  さゆり（H14年卒） 

①土谷総合病院には月・火・金曜日に勤務しており、 
その他は広島大学病院皮膚科で勤務しております。 
二人体制の曜日が増えたことで、患者様によりご満足 

いただける診療を行えるよう、努力していきたいと思って 
おります。 
②読書、お菓子作り（たまに） 

③目の前にある仕事を大切に 

小児科  浦山 耕太郎（H21年卒） 

①赴任前は県北の小児医療に3年間従事して参りま 

したが、小児循環器専門医を目指し、4月より心疾患 

及び新生児を中心とした診療をさせて頂いております。 

宜しくお願い致します。 

②ドライブ、旅行 

③切磋琢磨 

耳鼻咽喉科（非常勤）  三好 綾子（H18年卒） 

①4月より月曜日・火曜日の外来を担当させていただく 

ことになりました。土谷総合病院では耳鼻科一般外来 

や睡眠時無呼吸外来などを担当させていただいています。 

まだまだ勉強中の身ですが、地域医療に貢献できるよう 

頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

②映画鑑賞、弓道 

③患者様への配慮を忘れず笑顔で診療したいと思います。 

 

小児科  杉野 充伸（H21年卒） 

①みなさま、初めまして。まだまだ未熟者ではありますが、 

広島の小児医療、特に循環器疾患制圧のため尽力し 

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

何かありましたら、いつでもご紹介ください。 

②散歩、食べ歩き 

③一期一会 

【質問項目】 ①ご挨拶 ②趣味・特技 ③座右の銘・モットー 

心臓血管外科 内田 直里 小児科 下薗 彩子（2月末） 麻酔科 皆木 有希 

外科 真島 宏聡 小児科 真田 和哉 

皮膚科 

松阪 由紀 

消化器内科 島本 大 整形外科 角西 寛 青木 友里恵 

どうぞ 

よろしくお願いします。 

下記9名は３月末を以て退職しました。 在職中は大変お世話になりました。 

平成29年 
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医療法人あかね会  土谷総合病院 〒730‐8655   広島市中区中島町3‐30 

 ＊地域医療連携室(紹介予約専用)＊TEL：082‐243‐9222  FAX：０82‐243‐9223    

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 

5月17日 

水 

「たんぱく(1)」の摂り方 

３階南病棟 
看護師長 

 

６月７日 「エネルギー」の摂り方 

7月5日 「カリウム」控え方 

慢性腎臓病教室 

10：30～11：30 

5月16日 

火 

「慢性腎臓病（CKD)の基礎知識」 

6月20日 「生活習慣と慢性腎臓病（CKD）」 

7月18日 「血圧と慢性腎臓病（CKD)」 

心臓病教室 

14：30～15：30 

5月1日 

月 

血液中の酵素から分かること  〔臨床検査技師〕 

心臓血管 
センター 

6月5日 心臓の手術について  〔医師〕 

7月3日 お薬を知ろう!!  〔薬剤師〕 

糖尿病教室 

14：00～15：00 

5月12日 

金 

インスリン注射について知ろう！  〔薬剤師〕 

お薬窓口 

5月26日 糖尿病の合併症②  〔医師〕 

6月9日 糖尿病性腎症について  〔看護師〕 

6月23日 糖尿病の治療③  〔医師〕 

肝臓病教室 

14：30～15：30 

5月22日 

月 

肝臓病の薬／ 脂肪肝と言われたら    〔薬剤師／医師〕 

北外来 6月26日 
肝臓病の検査について／肝機能異常を指摘されたら   
                         〔検査技師／医師〕 

7月24日 
肝疾患患者様の日常生活／今週は「肝臓週間」ですよ！  
                          〔看護師／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 

室長 消化器内科部長   荒滝 桂子 

転院相談 看護師 看護師長 伊美 礼子     楠本 万理 

紹介予約 事務 高橋 正江  山﨑 貴子   広川 敦子 

医療相談 MSW 林 愛子   清水 香保里   平岡 美紀  桂木 真由美  丸本 彩香  福岡 紗希 

入退院センター 看護師 内部 麻紀  亀井 久美子   松本 慶子  宮本 江里子  村尾 麻衣 

《スタッフ紹介》 

地域医療連携室 

どうぞ 
よろしく 
お願いします 


