
第 5 回 呉共済病院 市民公開講座   市 民 と 学 ぶ が ん 医 療 

本年も、呉共済病院市民公開講座の開催時期がまいりました。 

毎年、大勢の皆様にご参加をいただき、感謝申し上げます。 

この講座は、病院関係者だけでなく各方面で活躍しておられる方をお招きして、市民の皆様とご一

緒にがん医療を多方面から学んでいこうというもので、できるだけわかりやすい内容で楽しい集い

にしたいと企画しております。 

認定看護師・薬剤師・ソーシャルワーカー・管理栄養士などによるがん相談コーナーも設けており

ますので、どうぞお気軽におでかけください。 

●日  時  平成２8 年 5月 28 日（土）開場 12:30 

●場  所  呉文化ホール【呉市中央 3 丁目 10-1】 

●プログラム  13:05～ 「膵がんを見逃さない」 

      呉共済病院 消化器内科医長 野間文次郎 

14:00～ 特別講演 

「がんになってわかったこと」～やっぱり人生プラス思考で～ 

       黒沢 年雄氏 
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呉共済病院の理念 

高度良質の医療 

最善の奉仕 

研鑽と協調 

地域医療の支援 

呉共済病院の基本方針 

一 良質で、適切な医療の提供に努めます 

二 患者様の権利を尊重し、満足・安心・信頼を追求します 

三 新しい知識と技術を積極的に習得し、常に質の高い先進的医療を行います 

四 地域の中核病院として、地域社会の要請に応えうる医療を提供します 

五 職員が意欲を持って働ける病院をめざします 

六 次代を担う有能な医療従事者の育成をめざします 

七 専門的ながん医療の提供に努めます 

八 国内での医療救護活動に積極的に参加します 

 

 第 5 回 呉共済病院 市民公開講座 市民と学ぶがん医療 

 病院長挨拶 

 地域医療連携室 がん相談支援センターNEWS 

 骨粗鬆症外来開設しました 

 ４月・５月の患者サロン 

 血液内科外来診療が始まりました。 

 医師異動 

 外来診療担当表 
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  新年度を迎えて 

呉共済病院 

病院長 村上 恒二 

桜の咲くころとなり、いよいよ 4 月の新年度を迎えることとなりました。本年もどうぞよろしく

お願い致します。 

昨年は、市民公開講座や出前講座の開催にあたり、たくさんの市民の方々のご参加を頂き誠に有

難うございました。当院が地域の皆様に愛されている証拠であると実感致しました。 

さて、我が国は、少子高齢化、核家族化に伴う独居老人、老々介護など多くの問題を抱えていま

す。しかしながら、国に一元化されていた医療福祉政策を従来の枠組みのまま進めていくことがき

わめて厳しくなっています。すなわち、その様相は地域によって大きく異なり、各都道府県さらに

は各医療圏における独自の解決策が求められる時代が到来しています。 

ちなみに、呉地域では若年層の人口流出の影響は今後小さくなり、高齢者の死亡数の増加により

人口が徐々に減少していきます。その結果、0－64 歳の医療需要は 2015 年から 25 年にかけて

13％減少、2025 年から 40 年にかけて 23％減少、75 歳以上の医療需要は、2015 年から 25

年にかけて 18％増加、2025 年から 40 年にかけて 23％減少と予測されています。 

傷病別入院受療率に基づく推計によると、2025 年には、呼吸器系 18％、循環器系 15％、脳

血管疾患 15％、神経系 9％、糖尿病 7％、骨折が 6％増加することが予測されています。そして、

そのかなりの割合で認知症が併存することになります。すでに要支援・要介護の状態にある高齢者

の急性期のイベントにどう対応するかが今後の大きな課題となります。 

ダーウィンの進化論の中で、「強い者、賢明なものが生き残るのではなく、唯一生き残るのは、変

化できるものである」と述べられていますが、「Change or Die」とも言える変化の激しい社会環

境の中で、私たちも変化・進化を進めていきたいと考えています。 

社会があって、病院があります。社会はどんどん変わっていきます。自分たちも変わらなくては

社会に愛される病院にはなりません。呉共済病院は、「呉地区で日本最良の医療を！」をスローガン

に掲げ、三つの良かった、①受診して良かった、②紹介して良かった、③働いて良かった、の合言

葉で職員一丸となり、「元気 UP の呉共済病院」として努力いたす所存です。 

本年度が皆様にとりまして良い一年となりますよう祈念し、新年度の挨拶とさせて頂きます。 

地域医療連携室 がん相談支援センターNEWS 

 H28.1 月 H28.2 月 H27 年度累計 

紹介患者数≪初診・再診すべての患者数≫ 781 件 819 件 9,984 件 

逆紹介患者数 739 件 845 件 9,327 件 

紹介率 75.5％ 74.7％ 76.1％ 

医療福祉相談≪新規相談実人数≫ 99 件 92 件 910 件 

がん相談 6 件 3 件 88 件 

がんペプチドワクチン研究治療センター相談 4 件 2 件 17 件 

 

 



４月・５月の患者サロン 

 

血液内科外来診療が始まりました。 

今年度より、下記のとおり血液内科の外来

診療が始まりました。 

岡山大学病院からの派遣医師による診察

となりますので、ご紹介をよろしくお願いい

たします。 

外来日：毎月第１・３・５火曜日 

診察医：中村 真医師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨粗鬆症とは、骨の強度が低下し骨折の危険が高くなる病気です。 

一般的に骨強度は骨量（骨密度）が 70％、骨質が 30％影響すると言われています。したがって骨強度の

重要な要因である骨量を測定することで骨粗鬆症の診断や骨折危険性の評価が可能となります。 

骨量測定には様々な方法がありますが、現時点では腰椎のDXA 法（デキサ法）が最も信頼性の高い骨量測

定法とされており、骨粗鬆症診断基準（2015 年版）でも DXA 法を用いて計測することが推奨されていま

す。当院でもDXA 法を用いて診断しています。 

そこで、地域の先生方と骨粗鬆症の治療連携を進め、地域の骨折患者の低減に貢献できればと考えておりま

すので、ぜひご紹介をよろしくお願いいたします。 

 予約申込方法 

別添の「呉共済病院骨粗鬆症外来 診療情報提供書・申込書」に記載後、地域医療連携

室に FAX してください。予約票を FAX にて返信いたします。 

患者さまには FAX した原本を紹介状（診療情報提供書）としてお渡しください。 

 骨粗鬆症外来 診察日時 

 診察日   毎月第 2・第 4金曜日 

 診察時間   13 時 00 分～15時 00 分 

相談役  竹内  亨 

泌尿器科  光畑 直喜 

整形外科  金子 真也 

腎臓内科  青木明日香 

麻酔科  山之井智子 

麻酔科  河野 圭史 

呼吸器内科 山田 貴弘 

整形外科  伊勢 真人 

腎臓内科  松岡奈津実 

歯科口腔外科 室積  博 

歯科口腔外科 森信 惇平 

総合診療科 石川  将 

総合診療科 近木 亜衣 

総合診療科 中川 知郎 

総合診療科 中原良太郎 

総合診療科 西  達也 

総合診療科 渡邊 紗希 

総合診療科 松尾 欣哉 

相談役  神辺 眞之 

呼吸器内科 河瀨 成穂 

呼吸器内科 川口健太郎 

整形外科  岡田 芳樹 

泌尿器科  弓狩 一晃 

総合診療科 足立 俊一 

総合診療科 有吉 美紗 

総合診療科 猪股 洋平 

総合診療科 川上 真人 

総合診療科 栗林 忠弘 

総合診療科 田金裕一郎 

総合診療科 武田 明莉 

歯科口腔外科 横山 真樹 

 

この度、平成 28 年 3 月 13 日付けで 18 名の医師が退任となり、4 月 1日より 13名

の医師が赴任してまいりました。詳細につきましては、次号で紹介させていただきます。 

 

4 月 28 日（木） 14:00～ 

テーマ：お口のこと、最前線！ ―舌のはたらきと病気― 

講 師：歯科口腔外科 部長 東森秀年 

           主任 冨本麻美（歯科衛生士） 

５月 26 日（木）14:00～16:00 

テーマ：がん療養と食事について 

講 師：呉共済病院 管理栄養士 

場 所：11階 患者サロン「ひとあかり」 

お問い合わせ：地域医療連携室・がん相談支援センターまで 


