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医療法人社団 中川会 呉中通病院・呉三条病院 広報誌
〔基本理念〕
私たちは地域社会から信頼される開かれた病院として
思いやりを大切にし、誠実な医療をめざします。
http://www.kure-nakadorl.jp/

院長あいさつ
それらの課題に追われている毎日といっても
過言ではありません。
昨年夏の院長就任後、院内の多くの職員と
の意見交換会や、周辺の関連施設への挨拶回
りを行いました。その中で、この地域の医療・
介護の実情や在りようを実感できたとともに、
呉中通病院

院長

岡崎

包含している問題点もいくつか知る事ができ、

慎哉

これまで院内だけに眼を向け周囲を見る事を
怠って来た、私の不明のいたす所でした。
地域の中で急性期医療から回復期リハビリ

昨年８月より、中川俊文前院長を引き継ぎ、

テーションへ、又は回復期リハビリテーショ

呉中通病院長を務めさせて頂いております。
中川脳神経外科病院時代、また統合合併後
の呉中通病院と変わる事なく、中川前院長を

ンから介護への「架け橋」となることが、当院
の役割と考えております。
今後も周囲の方々から良く意見を聞き、話

補佐する形で長年やってまいりました。特に
近年は、管理的な仕事が多かったこともあり、

し合ってゆくことで、当地の地域医療に僅か

院長交代に際しても院内外および個人的にも

なりとも役に立つ事ができればと考えており

大きな不安や行き違いもなく、引き継ぎがで

ます。
関係の方々にはいろいろとご迷惑をおかけ

きたのではないかと思っておりました。
しかし、実際には、法人合併後４年余りを

する事かと思います。微力ではありますが全

経過したこともあり、様々な面で問題点や改

力を尽くす所存ですので、何とぞご協力の程

良の必要性が出て来ており、目下のところ、

をお願いいたします。
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回復期リハビリテーション病棟の紹介
回復期リハビリテーション病棟では、急性期
治療を終えた患者さまに対し

１．寝たきり防止
２．日常動作の改善
３．社会復帰・家庭復帰

また、医師・リハビリスタッフ・看護師・社
会福祉士が集まり、リハビリ計画を見直すこ
とで、患者さまがスムーズに社会復帰・家庭
復帰ができるように定期的にカンファレンス
を行っています。

を目的として、医師、看護師、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士などが、共同でリハビ
リのプログラムを作成し、それぞれの患者さ
まに応じたリハビリテーション医療を提供し
ています。
入院中のベッドサイドの生活時間をできる
だけ少なくすることで寝たきりを防止し、入院
前の生活リズムに戻っていただくために、日
常生活動作の改善を目指した質の高いリハビ
リテーションをめざしています。

カンファレンス風景

体操風景

退院後の介護サービスが必要な場合、本人・
家族の方に対して、社会福祉士から、介護保
険の利用方法、介護保険の居宅・通所サービ
スの説明や、住宅改修の相談などにより、安
心して退院できるよう援助も行っています。
入院生活において、まだまだ満足できない部
分もあるとは思いますが、患者さま・家族の
方が笑顔で退院されることができるよう、今
後も努力して参りますのでよろしくお願いい
たします。

リハビリスタッフによるリハビリテーショ
ン以外にも、10時と15時にラジオ体操・スト
レッチ体操・ボール投げ・輪投げ・作品づく
りなどを取り入れ、患者さま自身が積極的に
参加できるよう、リハビリ・看護スタッフが
協力して行っています。
最近の作品づくりでは、作業療法の一環とし
て、雛飾り（３月）
、ちぎり絵で桜（４月）
、鯉
のぼり（５月）を作成しました。

病棟介助風景

呉中通病院

患者さまの作品
（５月分）
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回復期リハビリテーション病棟
看護副部長・看護師長
藤岡 喜恵美

医 師 紹 介（ 自 己 紹 介 ）
氏
名：杉村 功（すぎむら いさお）
役
職：呉中通病院 整形外科顧問
出身大学：広島大学
資
格：日本整形外科学会認定医

昭和35年広島大学医学部を卒業し、整形外科学教室
に入局（伊藤鉄夫、津下健哉教授に師事）
、厳しい研修
後、昭和44年から広島市民病院に入職、平成９年副
院長に就任、平成13年の定年退職まで34年間勤務し
ました。
専門は股関節外科で、入局当時は小児の先天性股関
節脱臼も多く、その治療に専念しました。
また、成人の変形性股関節症も人工股関節の前期で、
もっぱら関節温存手術（臼蓋形成術・骨盤骨切術）を盛
んに行い、多忙ながらも充実した頃を懐かしく思い出
します。
学生時代はスキーや山登りに熱中しましたが、勤務

医の間は中々実行出来ませんでした。
しかし、10年前の退職後から再び山歩きを始め、年
１回は海外の山（今年もニュージーランド）へ、また院
内ハイキングクラブも３年前から毎月１回、呉（九嶺）
周辺から広島県内の山々へ出掛けており、職員の親睦
につくしています。
さて当院には縁あって、平成19年４月より勤めて
おり、主として外来での高齢患者さんの脊椎、脊髄、
四股関節疾患の保存的治療にあたっています。
今後も引き続き、地域医療の為に微力ながらつくし
ていく所存です。呉市医師会の先生方には何卒よろし
くお願いいたします。

氏
名：渡部 昭和（わたべ てるかず）
役
職：呉中通病院 内科
出身大学：東京慈恵会医科大学
資
格：日本医師会認定産業医、運輸局長指定医師

呉で生まれ、呉で育ち、呉に住んでいます。
昭和36年大学卒業後、37年から広島大学小児科学
教室で医学を学びました。
その後、海田で産業医、予防接種、診療のノウハウ
を学び、広島簡保診療所勤務中は、中国地方をはじめ
沖縄などに巡回診療を行い、その際、色々な方との出
会いがありました。
また、坂町で診療所開業を５年、その後、蒲刈町立
国保診療所に開設時より勤め、平成９年８月から、医
療法人社団中川会中川病院、引き続き、統合合併後の
呉中通病院に勤務しております。

現在は、健康診断を中心に内科診療を担当し、肺炎
球菌予防接種を始め、一般企業健診、職場健診、船員
健康証明書等を行っております。
院内に臨床検査室があるため、一般的な血液検査は
採血後、約１時間で結果をお知らせ出来ますので、検
査結果を聞くためにだけに後日来院される必要はあり
ません。
予約制で特定健康診断も行っておりますので、気軽
にご相談ください。

氏
名：大下 将司（おおした しょうじ）
役
職：呉中通病院 医局長 外科 リハビリテーション科
出身大学：杏林大学

平成12年に杏林大学を卒業して広島大学医学部第
２外科に入局後、県立広島病院、東広島医療センター、
国立療養所柳井病院（現：独立行政法人 国立病院機
構 柳井医療センター）と消化器外科医として勤務しま
した。その後、自身の体調不良もあり、平成20年４
月に呉に戻り、呉中通病院での勤務が始まりました。
現在は、回復期リハビリテーション病棟の専任医師
として、リハビリテーション医療を目的で入院された
患者さまの全身管理や書類作成等を行っております。

また、症例は少ないですが、胃内視鏡下胃瘻造設術
も行っております。
日々の診療現場においては、雑談を含めた患者さま
との会話が最も大切と考え、週３回の病棟回診を行っ
ております。そのため、回診が時間通りに終わらない
こともありますが、気軽に声をかけられる先生、なん
でも相談しやすい先生を目指して、笑顔で勝負しなが
ら働いておりますので、今後ともよろしくお願いいた
します。
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平成24年秋

呉三条病院 「グリーン三条」（仮称）へ転換
呉三条病院がめざす、強化型の介護療養型

呉三条病院は、平成19年11月に開設され、
療養病棟（介護保険移行準備病棟24床）と指定

老人保健施設は、入所者の割合が認知症高齢

介護療養医療施設（経過型介護療養医療施設44

者の日常生活自立度のランク４またはMの入所

床）として合計68床で出発しました。当初から

者が50％以上かつ、たん吸引か経管栄養を実

将来老人保健施設への転換を前提としており、

施された入所者が20％以上と規定されており、

転換のタイミングを計っておりました。

要介護度が高く、従来の介護老人保健施設と比

“医療から介護”への政策、また地域の皆様
からのニーズに従い、平成24年の秋に呉三条

較するとより医療を必要とする方を、対象と
した施設となります。
今後とも、地域に根ざした特徴のある医療、

病院は、介護老人保健施設
「グリーン三条」
（仮

介護サービスを提供できるようスタッフ一同

称）として生まれ変わることとなりました。
転換に先駆けて、平成24年６月から８月中旬
にかけて、認知症の患者さまにより安全かつ

努力いたしますので、ご支援よろしくお願い
いたします。

充実した介護ができるよう、４階の療養病棟


の一部を改修の予定です。

呉三条病院

院長

小野

浩

新入職員研修会、呉森沢ホテル（一泊）で開催
３日（火）は、8：30より河井法人本部統括部

４月２日（月）
から４月３日
（火）
まで、２日間
の新入職員研修会（参加者16名）を第２観音ビ

長による、発声・笑顔についての研修、知らな

ル大会議室・呉森沢ホテルにて開催しました。

い自分を見つけるヒントとしての『ジョハリの

（＝写真）２日（月）は外部講師を招き、接遇研

心の４つの窓』について学びました。言い馴れ

修を２時間にわたり行い、新社会人としての振

ない言葉に苦闘しながら、終わり頃には、み

舞い、言葉遣い、敬語、お辞儀の基本を学びま

な大きな声を出していました。最後に、レポー

した。

トを提出し、２日間にわたる研修会は無事終
了しました。

河井法人本部統括部長による研修風景
コミュニケーションゲーム風景

その後、会場を呉森沢ホテルへと移し、夕
食をはさんで21時までの長時間の研修会でし

今回は初めて院外での新入職員研修会を行

たが、コミュニケーションゲームやエゴグラ

いましたが、今後も様々な研修を通じて、各

ムを使った自己発見、対人関係の改善、さら

職員が知識・技能の習得ができるよう、法人

には職場の先輩たちの体験談なども交えた内

としても教育支援の充実を考えております。

容となりました。
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法人本部

総務部長

岡田

浩一

大村医師による専門外来のおしらせ
平成24年５月２日（水）から、大村一郎医師によるスモン等を主病とする患者さまの専門外来
を開始しました。
診察は、毎週水曜日の14時から17時までとなります。
すべて予約制となっておりますので、診察を希望される患者さまは、電話
でご確認の上、来院頂きますようよろしくお願いいたします。
氏
名：大村 一郎（おおむら いちろう）
役
職：呉中通病院 神経内科医
出身大学：大阪大学
資
格：日本神経学会認定神経内科専門医

呉中通病院地域連携室だより
まず、地域の施設・病院の皆様のご協
力により、当院の連携室活動が行える事
に感謝いたします。
急速な高齢化に伴いリハビリ対象の患
者さまも変化して来ており、入退院支援
において社会制度の矛盾を感じることも
ありますが、地域医療サービスに貢献す
中野MSW・森山看護師長・武田主任MSW

る回復期リハビリテーション病院として、

今年も、昨年訪問出来なかった施設・

更に力をつけて行きたいと思います。

病院に出向いて、ご指導頂きたいと思い
ここで、昨年（平成23年４月〜平成24

ます。
最後に、昨年・今年と院内の空調工事

年３月）の活動の一部を紹介します。
◎

87％

の為、一時入院受け入れを制限させて頂

…皆 様のお蔭です。ありがとう

き、ご迷惑をお掛けしました。流れる水

紹介率

が濁ることの無い様に、今後は協力体制

ございます。
◎

在宅復帰率

を強化して行きますので、どうぞ宜しく

77％

お願いいたします。

…非常に満足しています。
◎

施設・病院訪問

50件

…お 忙 し い 中、 対 応 し て 頂 き、

呉中通病院

地域連携室副室長
看護師長

ありがとうございました。

森山

珠美

医療法人社団 中川会

編集後記
昨年は、両病院の院長交代があり、法人として大きな節目の年となり
ました。今年の秋には呉三条病院が介護老人保健施設へ転換するため、
第３号が二つの病院名で発行する最後の院外広報誌となりました。
次回のあさがお通信は、「呉中通病院」と「グリーン三条（仮称）」の名前
での発行の予定です。
今後も、地域社会の皆さまから信頼される質の高い医療・介護サービ
スをめざしますのでよろしくお願いいたします。
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呉中通病院

〒737ｰ0046 呉市中通1丁目3番8号〔JR呉駅より徒歩5分〕
TEL
（0823）
22-2510 FAX
（0823）
22-2514
http://www.kure-nakadori.jp/

呉三条病院

〒737ｰ0821 呉市三条1丁目3番14号〔JR呉駅より徒歩7分〕
TEL
（0823）
23-0303 FAX
（0823）
23-0642

外 来 担 当 医 師 表 （平成24年６月～）

呉中通病院


脳神経外科
神経内科
児玉
午前 岡崎
(再来)
(新患)

診療科
曜

日

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

整形外科

山田

午前

児玉 山田 中川
(新患)
(再来)

午後

児玉

甲田 渡部
中西
甲田 渡部 12時まで

中川
※大村

（専門外来）

休

診

甲田 渡部

児玉 山田 中川 杉村
(再来)
（新患）
休

午後
午前

広大医師

午後

広大医師

診

休

児玉

(新患)

渡部

診

休

渡

９時半から

診

中川 杉村 甲田 渡部

(再来)

杉村 甲田

岡崎
午前 （第1･3･5隔週）
午後

杉村 甲田 渡部
杉村 甲田

児玉
午前 岡崎
(新患)
(再来)
午前

科

中川 杉村 甲田 渡部

午後

午後 岡崎

内

休

山田 中川

甲田 渡部

（第2･4隔週）

診

休

（第1･3･5隔週）（第2･4隔週）

診

休

診

（診療時間）
（休診日）
午前 ９時 ～ 12 時30分
木曜･土曜
（午後）
、
日曜、
祝祭日
午後 ２時 ～ ６時
※ただし、
診療科によって異なります
※毎週水曜日午後の大村医師の診療は予約制となります。

～ 受付時間について～

午 前
8時30分 ～ 11時30分まで
午 後
1時30分 ～ 5時まで
午 前
8時30分 ～ 12時まで
再来の場合
午 後
1時30分 ～ 5時30分まで
※ 整形外科 午後の受付時間は、新患・再来ともに4時30分迄です
※ リハビリの受付時間 5時30分迄です（水曜日の午後も行います）
新患の場合

医療法人社団 中川会

呉中通病院

〒737ｰ0046 呉市中通1丁目3番8号
TEL
（0823）
22-2510
FAX
（0823）
22-2514
http://www.kure-nakadori.jp/

〔お車でお越しの方〕
クレアライン：呉中央インターから5分
駐車場は25台
（患者さまは無料となります）

〔バスでお越しの方〕
広電バス：中通一丁目
（阿賀音戸の瀬戸線・呉倉橋島線・天応川尻線・焼山
熊野苗代線・長の木呉駅循環線・郷原黒瀬線・広長
浜呉駅線）バス停下車 徒歩3分
：中通二丁目（宮原線・三条二河長迫循環線）バス停下車
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