
担当医 診察時間 月 火 水 木 金 土

平野 博司
(内科・外科)

午前
(9:00～13:00) ○ ○ ○ ○ ○ －

午後
(14:00～18:00) ○ ○ ○ ○ ○ －

桧田 毅
内科

整形外科

午前
(9:00～13:00) － ○ － － ○ ○

午後
(14:00～18:00) －

○
(予約制) － －

○
(予約制) －

久米隆/北野弘之

(泌尿器科)

午前
(9:00～13:00) － － ○ － － －

午後
(14:00～18:00) － － ○ － － －

藤原 紀男
(眼科)

午後
(14:00～17:00) － － ○ － － －

外来診察担当医表 （平成３０年９月１日以降）

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。

久岡 要子 様 田辺 京子 様 小林 富子 様
毛利 敏子 様 小林 一三 様

外来診察時のお願い
1.   受付時間は、診察終了の30分前までとなりますので、お早目にお越しください。
2. 初診時には保険証、お薬手帳、紹介状等あれば、必ずご持参下さい。
3. 診察の順番は受付番号順とさせていただきますが、救急時には前後する場合が

ありますので、あらかじめご了承下さい。
4. 整形外科・内科の桧田医師の診察は、火・金曜日と、土曜日に変更になりました。

９月１日より外来診療体制が変わりましたので、お間違えのないようにお越し下さい。不
明な点がございましたら、クリニック受付までお問い合わせ下さい。

お問合せ先 ２－５２５５

内 容
・ 新任平野院長他挨拶

・ 災害時支援報告他

・ 短時間通所リハビリ

第５０号

転 生医療法人 社団 光仁会
介護老人保健施設こぶしの里
こぶしの里クリニック

広報誌

編集後記
これまで庄原は災害が少ないと思っておりましたが、７月には今までにない豪雨にみま

われ、被災された方もたくさんおられ、心からお見舞い申し上げます。こぶしの里では、
これからも皆様のお役にたつ情報を発信するよう努力してまいりますので、ご意見やご希
望があればお寄せいただきますようお願いいたします。

こぶしの里 広報委員会 一同 ０８４７７－２－５２５２（代）

お知らせ
8月31日付けで木村医師、坂下医師、末丸医師が退職されました。



こぶしの里を応援して下さる方から、14本の苗木をプレゼ
ントしていただきました!!
1本1本、まるで子供を愛でるように優しく丁寧に植えて下
さいました。
そして『木の気持ちになって育てなさい』とご指導も頂き
、まるで私達の仕事の基本に通ずるものを感じました。
毎朝、木の成長を見ていると、『やる木（気）、元木
（気）、勇木（気）』が沸いてきます!!
皆様も是非、木達の成長をあたたかく見守っていただけた
らと思います。

こぶしの里1階駐車場周辺美化作業

栄養科による夏バテ予防の食事指導

猛暑が続くこの夏・・・
リハビリの一環として管理栄養士による
「夏バテにならないために気を付けるポイン
ト」という題名で勉強会を開催致しました。
実際に夏バテ予防の料理教室も開催して、実
食しました。

夏バテ予防の勉強会

第１７回納涼祭を８月４日（土）に開催しました！
毎年恒例の地域の皆様と入所利用者様、こぶしの里職員と

の交流の場である納涼祭☆
猛暑が続く中、多くの方々にご参加戴けたことを大変嬉し

く思います。
こぶしの里職員によるカズライブ、リハビリ学生によるダ

ンス、帝釈峡音頭や炭坑節での盆踊り、花火の打ち上げ、屋
台など様々な催しを皆様と共に楽しく過ごしました！

納涼祭

これなら家でも
夏バテ予防の
料理をつくれそう！



この度の豪雨災害で、東城町は151棟が床上
・床下浸水し多くの住民の方が避難するという
被害に見舞われました。さいわいにも、こぶし
の里に被害は有りませんでしたが、老人保健施
設ではケアマネジャーなどからの依頼により緊
急ショートステイを数名、東城支所からの依頼
により旧病棟を開放し１２名の避難者の受け入
を行いました。
初めての経験で、スペースの確保、物品の準

備、職員の配置、情報の一元化など、災害時支
援について様々な課題が明らかになるとともに
災害に対する対応策の重要性に改めて気付かさ
れました。
豪雨災害から数ヶ月がたちましたが、被災さ

れた皆様には心からお見舞い申し上げます。

清掃活動

祝！こぶしの里施設内売店オープン

短時間通所リハビリテーション利用時間変更のお知らせ

提供日：火曜日・金曜日
提供時間：14：00～18：00（変更前）⇒8：30～17：30（変更後）

午前中もサービスを提供出来るようになりましたのでご利用の
要望があれば担当ケアマネージャーに相談もしくは下記の問い合
わせ先までご連絡下さい。

短時間通所リハビリテーションに関するお問い合わせ

こぶしの里クリニック 電話08477-2-5255

●今年度は、相談室からも参加し『介護が必要にな
っても、自分らしい生活を守る』をシリーズ化して
きました。
6月は、介護が必要になる前に…他人事ではなく『我
が事』として考えていただくため『マイケアプラン
』の作成に挑戦しました。ある利用者様からは「私
がケアマネージャーになればいいんじゃね♪」と頼
もしい声もあがりました。

短時間通所リハビリテーション

「こぶしの里を元気にする会」の活動
として、８月30日の午前中に近隣のゴ
ミ収集活動を行いました。３０分と短
い時間ではありましたが、途中ご近所
の方とも話しながら多くのゴミを拾う
ことができました。
ちょっとしたことですが、私たちの町
が少しでも綺麗になりますように、こ
れからもこぶしの里で出来ることをや
っていこうと思います。

かねてから要望がありました売店が、９月３日に
オープンしました。町内の阿部商店さんにご協力を
いただき相談室前に設置しております。こぶしの里
をご利用の方の｢買い物｣をとおしての生活リハビリ
の一環として設立しました。また、診察をお待ちの
方のご利用もできますので、一度のぞいてみてくだ
さい！お待ちしています！

●9月は、2週に渡り『流木インテリア』に挑戦です！
まずは、見本を見て頂き･･･1週目は下ごしらえに力を
入れます。皆で流木を磨き洗浄(^_^;)。作業する中で
、様々な形の木を手にし、どの向きにすれば格好がよ
くなるか、何処に置いたら良い見栄えになるか想像し
ながら行いました。又、普段何気なく生活している自
分の庭や散歩道に、植え付けが出来そうな植物はない
だろうか･･･とじっくり考えることも出来ました。
次回はいよいよ植え付けです！

豪雨災害報告

こぶしの里 認知症予防教室



私は昭和48年、名古屋市立大学医学部を卒業し広島に戻り
広島大学病院第二外科へ入局、主に広島市内の病院勤務をし
ていましたが、昭和61年6月広島市内で外科整形外科の診療
所を開業しました。
しかし次第に年齢を重ねるにつれて若いころに思いを馳せた

南の島への魅力に勝てずに3年前、奄美大島に移住しました。しかし家族と離ればなれがつらく
また広島に戻ってまいりました。
この度、縁あってこぶしの里クリニックにお世話になることになりましたのでよろしくお願いい
たします。
お酒は弱いのですが食べるのは大好きです。趣味は囲碁・将棋・ゴルフ・マリンスポーツ・ド

ライブなどです。
見かけとは違って結構内気なほうなので、皆様いろいろとお誘いください。

こぶしの里クリニック院長 新任挨拶

第一回こぶしの里職員卓球大会（木村杯）

３階休憩室設置記念イベント開催

３０年５月２５日、作業部会主催による職員のためのケーキバイキングを開催しました。
おいしいケーキに多くの職員の笑顔が見られました。

こぶしの里トピックス

３階遊技場でこぶしの里スタッフの木村杯
卓球大会が開催されました。昼休憩や業務
終了後での試合でしたが、参加者は十分力
を発揮できたのでしょうか？ 木村先生の
優勝は？？

感染委員会主催の感染予防研修

６月２６日に研修会を開催しま
した。
夏場に感染症が発生しますと、
大変な事故につながります。
もう一度、感染予防意識の高揚
を図るための研修です。

７月の豪雨からもうすぐ二ヶ月になろうとしています。
被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
子どもの頃より広島は四国と中国山地に挟まれ、

台風もめったに来ることも無く災害の少ないところだから・・と
大人から聞かされていましたが、近年大きな災害が身近に続けて
あり、他人事ではない危機感を感じています。
このたびの豪雨でこぶしの里でも貴重な経験をさせていただきました。
それらを活かした災害時のマニュアルや備えの見直しをしているところです。
さて、９月からこぶしの里老健では木村医師に代わり桧田医師を老健の管理医師として迎える

ことになりました。桧田医師は今までも老健に関わりを持っていただいていましたので、心強く
思っております。今後も入所や通所の利用者さまの健康管理とリハビリテーションに一層力を入
れて参ります。また、地域の皆様のお役に立つことができますよう努力して参ります。どうぞ、
よろしくお願い申し上げます。

桧田先生 挨拶

丸山施設長 挨拶

こぶしの里ホームページリニューアル予定！！

ふれあい東城まつりへ参加致します！

１０月１４日（日）に開催される「ふれあい東城まつり」へ参加することになりました
。医療・介護保険の相談、健康チェック（ロコモチェック）や健康相談など、お役にたて
る内容を準備して、地域の皆様と近い距離で楽しい時間を過ごしたいと思います。初めて
の試みで不慣れなところもありますが、デビューを見守っていただけたらと思います。

秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな好季節となってきましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
７月には豪雨災害、８月は猛暑が続き大変な思いをされた方も多い
かと思います。地域皆で協力し困難を乗り越えられ、皆様が一日で
も早く平穏な生活に戻れるよう、お祈りしております。
さて、私事ではございますが約10年間こぶしの里クリニック（病院）

院長をさせて頂きましたが、平野新院長をお迎えするにあたり９月から老健施設の医師として勤
務することとなりました。院長在任中は地域の皆様方に支えていただき有難うございました。
大変感謝しております。
これからはクリニックを通じての医療だけでなく生活の根幹となる介護分野にも力を注ぎ、皆

様方の生活・介護・医療全般を包括的にサポートできるよう努力していきたいと思います。
引き続き宜しくお願いします。

院長 平野 博司

老健
管理医師 桧田 毅

施設長 丸山 つね子

こぶしの里病院からこぶしの里クリニックに変わり、
ホームページをリニューアル中です。１１月からご覧いただけるよう
に準備しています。


