
●診療時間 平日 午前９：００～１３：００ 午後 １４：００～１８：００
●休診日 日曜/祭日、木曜日午後・土曜日午後

お盆（８月１４日～１６日）、年末年始（１２月３０日～１月３日）
※担当医は学会/出張などの都合で変更となる場合があります。

【略歴】
昭和６０年生まれ
広島大学医学部卒業
広島西医療センター臨床研修医・専修医
広島大学病院泌尿器科 医科診療医
広島大学大学院 在学中

介護老人保健施設こぶしの里 こぶしの里病院 広報誌

こぶしの里です。
平成２８（２０１６）年５月

第４２・４３合併号

広島県庄原市東城町川東１５２－４

TEL：０８４７７（２）５２５５

ハーイ！

新医師紹介 藤井 慎介 先生

【先生よりコメント】
はじめまして。
この４月より泌尿器科非常勤として着任しました
藤井と申します。隔週の診察で、慣れるまで皆様
にご迷惑をおかけするかもしれませんので、長い目
でご指導頂ければと思います。
患者様と職員の方々と和やかな雰囲気をもって
診療が出来ればと思っていますので、皆様宜しく
お願い致します。

週間診療予定 月 火 水 木 金 土

第一診察室

診療科 内科
消化器循環器

外科
※①内科 内科 内科

※④内科
※④整形外科

午前 木村 坂下（予約） 末丸
（午後１５時まで）

木村 木村 桧田／木村

午後 木村 坂下（予約） 午後休診 木村 午後休診

第二診察室

診療科 整形外科 内科 ②泌尿器科 整形外科

午前 桧田 木村 久米／藤井 桧田

午後 桧田 木村 久米／藤井 桧田

第三診察室

診療科 整形外科
整形外科（午前）
※③眼科（午後）

午前 桧田 桧田

午後 桧田 藤原

※①水曜日 末丸医師による内科診療は午後１５時までとなります。
※②水曜日 泌尿器科は、隔週で久米医師・藤井医師（大学非常勤）が診療します。
※③水曜日午後、眼科の受診時間は。１４時～１７時までとなります。また眼科受診は予約制ではありません。
※④土曜日 内科－木村医師、整形外科－桧田医師による隔週交替診療となります。

外来受診予約制について（眼科は除く）

平成27年11月より、外来受診が予約制となっております。患者さんのご予定、ご都合や交通
機関の時間等に合わせ、 ご予約頂くことで便利に受診していただけます。
病院外来診療時間内にご来院または電話にて病院受付までお問い合わせください。
診察状況等により、やむを得ず、ご希望の予約時間をお取りできない場合があります。

こぶしの里に、ご寄付を頂きました。厚くお礼申し上げます。福祉・医療の充実に充
てさせていただきます。

真田 敏雄様 田辺 艶子様

こぶしの里ホームページでは診療情報など役立つ情報を発信し、
地域社会に貢献することを目指します。

http://www.koujinkai.org/kobushi/kobushihos.html
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若干変動する場合がありますので新聞・オフトーク放送等もご参照下さい。

こぶしの里病院 平成２８年度 急患用当番医 予定表

こぶしの里ボランティア募集について

「こぶしの里」では随時、ボランティアスタッフを募集中です。
主に通所（デイサービス）においてボランティアスタッフが活躍しております。

【主な内容】
・利用者の方との話し相手
・食事の配膳・下膳の手伝い
・おやつ及びお茶等の準備
・ホール及び居室の環境整備
・集団レクリエーションの手伝い（歌・踊り・楽器演奏を含む）
・趣味活動の手伝い（習字、華道、絵手紙、工芸等)
・安全の為の見守り

※難しい介護業務をする必要はありません。
皆様が無理なく参加できる日時で、出来ることをお手伝い頂ければ幸いです。
活動を通じて交流する事が、住み良い地域社会創りにつながります。



【こぶしの里通所行事 ちょっとだけ紹介】
インタビュー内でもあったとおり、こぶしの里通所は行事てんこもり！

（写真 左：クリスマスバザー 中：そばうち 右：レクに燃える男 責任者の前田）

利用者さんにインタビュー

≪あなたにとってこぶしの里とは？≫
田辺 正明様にお話を伺いました

こぶしの里は通所や入所・病院等、毎日のように利用していま
す。通所リハビリで特に楽しみにしていることは年間を通じて行
われる行事です。ボランティアの方の楽器演奏・敬老会やクリス
マス会・保育所との交流会・夏祭り等１ヶ月１回は行事あります。
なじみのある「ひまわり一座」の音楽会では司会を務めました。
司会をしながら、みんなの顔を見ると、音楽を聴くことでいつもさ
みしい顔をしておられる方も、にっこり笑顔になっていました。とて
も印象に残っています。
昔から音楽が好きで、カラオケをしたり、バンドを組んでギターを
演奏していました。バンドのメンバーも私と同じように通所に通う
ような年齢になり、懐かしい話が出来ます。

皆様から頂いた俳句を掲示しております。作品賞も選んでおります。
病院受付前にある応募用紙で応募をお待ちしております。

①健康俳句

②写真展

ご提供 東城写友会 小田弘様

「季節に応じて、地域の人たちや来院される方々に感動や癒しを
与えられるような写真を撮影し、展示していきたいと思っています」



おやつ作り
２月に、中華まん作りを行ないました。

今まで、家で料理をすることがなかった方は慣れない手つきでし
たが、一生懸命でした。
慣れた方は、上手に生地を伸ばし、あんを包んで居られました。
形は不揃いでしたが、おいしい中華まんを作る事が出来ました。

老健３階より

ゆず風呂

１２月２１日～２３日の３日間に柚子湯に入り
ました。

柚子湯に入ると１年間風邪を引かないという
言い伝えがあります。
５月には菖蒲湯も実施したいと思います。
「風呂は命の洗濯よ」と言う言葉があります。

いい風呂に入って健康・長生きで過ごして下さ
い。

老健 運動会

１０月に老健１階と３階合同の
運動会を盛大に開催しました。

職員一同も大ハリきりで一生
懸命、会場を盛り上げました。

表彰式では、みんなから
あたたかい、拍手をうけて
職員からトロフィーを受け
取りました！！

パン食い競争では、我先
にとパンをめがけて競い合
いました。

１０４歳という高齢も感じさ
せないパワーで車椅子を自
力でこぎ見事な、ゴール！
でした。



リハビリ科では理学療法士、作業療法士が地域へ出向き、各地域の
ご要望に合わせてテーマを決め講演を行なっています。

2月には竹森公民館で「認知症予防について」講演を行いました。認

知症の一歩手前である軽度認知症外（ＭＣＩ）、物忘れと認知症の違い
について説明を行ないました。
認知症予防について
①運動（歩くこと） コグニサイズ
②睡眠
③水分摂取
④よく噛む
⑤笑う 以上５つが現在認知症予防として注目されています。
その他、膝痛や腰痛に対する体操や講演も行なえます。
ご要望のテーマに合わせ講演しますのでリハビリ科へご相談ください。

時間 仕事内容

６：００
朝食調理、盛り付け、配膳
（更に昼食の調理準備）

７：００ 朝用お茶配り

７：４０ 朝食を載せた配膳車出発！！

８：００ 昼食調理、盛り付け、配膳

９：００ 朝食下膳・洗浄

１０：００ 朝礼、昼用お茶配り

１１：３０ 昼食を載せた配膳車出発！！

１１：４０ （月・水・金）４階透析室へ配膳車出発！！

１１：５５
２階通所へ向け配膳車出発！！
その後、後片付け、夕食の調理準備、
汚れた箇所の掃除

１２：３０～
１３：３０

休憩時間

１３：３０
おやつ盛り付け（通所で早く帰られる利用者様には１３：４５頃配布）
夕食調理・盛り付け・配膳・昼食下膳、洗浄

１４：５０ おやつ配り

１６：３０ 夕食用お茶配り

１７：３０
夕食を載せた配膳車出発！！
その後、後片付け・掃除・翌日用仕込み等

１９：００～
夕食下膳、洗浄
仕込み 又は 洗浄終了後、各自で掃除分担場所清掃、
気になっているところ片付け、掃除、消毒等して退社

桧田院長が「楽しく 健康に役立つ」内容での講座を実施しました。
「こぶしの里」病院は地域に親しまれる病院を目指しております。

自治会や自治振興区・学校等への出張講義を好評実施中、お問い合わせ下さい。 美味しい食事を時間通り提供する為、大忙しの厨房です。

配膳車へ食事を載せます。



当院では

睡眠時無吸症候群（ＳＡＳ）検査
を実施しています。

検査を希望される方・詳しい説明をお求めの方は
外来受付までお気軽にお越しください

【寝ている時】

いびきをかく・何度も眼が覚める（お手洗いに起きる）

【起きた時】

熟睡感がない・頭が痛い・体が重く感じる

【昼間起きている時】

だるさ、倦怠感がある・いつも疲労感がある

こんな症状ありませんか？

ＳＡＳが原因で引き起こす病気の合併について、様々な報告がなされています

ＳＡＳを治療することは、生活習慣病対策の有効な手段と言えます

また、日中の居眠りが交通事故や労働災害につながりかねないことからも注目さ
れています
交通事故をおこす危険性 約７倍ともいわれています

ＳＡＳが招く合併症について

事故リスク
約７倍

人間ドックについて

こぶしの里病院で、「人間ドック」を実施できるようになりました。

通常の健康診断よりも幅広い範囲を検査し、病気の早期発見・予防に
役立ちます。

一般ドック 検査項目一覧

・一般検査（身長・体重・腹囲・ＢＭＩ）、視力、聴力、血圧
・血液検査（血液一般・肝機能・腎機能・資質・尿酸・血糖）
・尿一般検査
・便潜血検査
・腹部超音波検査
・胃カメラ または バリウム検査
・胸部Ｘ線検査
・心電図
・問診、診察

「内容、費用、日程、その他相談」、お電話下さい。
電話 ０８４７７－２－５２５５

人間ドック受診に関して、庄原市の助成を受けられる場合が
あります。
（詳しくは庄原市の広報物、ホームページ等をご確認下さい）

前立腺がん検診 追加できます。

特有の症状が出にくく、早期発見が難しい
「前立腺がん」の検診を追加できます。

早い発見で早期に治療をする事が必要な
病気ですので、検診をお勧め致します。


