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認定第GB190号

当院は日本医療機能評価機構の認定、
人間ドック・健診施設機能評価認定を受けております。

今号の
もくじ

■広島バス24号線
　「吉島営業所行き」…吉島病院入り口下車、徒歩5分
　「吉島病院行き」…終点・吉島病院下車
　※吉島方面行き 広島バス24号線は、2種類ありますのでご注意ください。
■東西線バス…吉島東下車、徒歩10分
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予約については、TEL（082）241-2167（当日でも可能です）
※第1・3土曜日は診療しております。 当院では予約のない初診の方も通常の診療をしております。整形外科・眼科につきま

しては予約を原則としており、予約がない場合は待ち時間が長くなることがあります。

内科／呼吸器内科／消化器内科
糖尿病・内分泌内科／循環器内科
外科／呼吸器外科／消化器外科／内視鏡外科
眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科／放射線科／整形外科
リハビリテーション科／緩和ケア内科
呼吸器リハビリテーション科

内　　　　　　　科：8：30～12：00／土曜日 8：30～11：00
外科・整形外科・眼科：8：30～11：00
耳　鼻　咽　喉　科：13：30～16：00
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第2・4・5土曜日／日曜日／祝祭日
年末年始（12月29日～1月3日）／開院記念日（3月7日）
※ただし、休日・夜間における急患の診療については上記の限りでは
　ありません。お電話の上、ご来院ください。
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新年を迎えて
新MRI装置の導入について
孫子老まつりに参加しました
広島市胃がん検診（胃内視鏡検査）を開始しております
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シリーズ「楽しく実践！ 糖尿病の食事療法」③
糖尿病と間食の情報アップデート
人間ドック春季キャンペーンのご案内
「第4回 吉島病院地域まつり」開催のお知らせ

発行日：令和2年1月6日
発行所：吉島病院
発行人：広報委員会

患者さんの
権利と責任

1. 個人の尊厳は尊重され、最善で平等な医療を受ける権利を有します。
2. 治療に関する情報を知り、説明を受ける権利を有します。
3. 治療に関する方法を、自己の意思で決定する権利を有します。
4. 医療のどの段階においても、他の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める
   権利を有します。
5. 個人の情報（プライバシー）が、保護される権利を有します。
6. 医療関係者との信頼関係に基づき、医療への参加の責任を有します。

当院では、患者さんと医療者のパートナーシップを大切にしています。
患者さんと医療者がお互いに協調し、良好な関係を築いてゆきたいと考えています。

吉島病院 広 報 紙
患者さんと吉島病院を結

ぶ情報紙
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新年を迎えて

2019年度

クリスマスコンサート

院 内 イ ベ ン ト 紹 介

院　長　山岡 直樹

　あけましておめでとうございます。令和になり初めてのお正月ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年4月に
院長を拝命いたしましたが、あっという間の9か月間でした。慣れない管理業務に翻弄されながら、皆様のお力添え
を受けて何とか事故なく新年を迎えることができました。心より感謝いたします。
　さて9月に当院が「地域医療構想に関する再編・統合問題の再検討要請対象医療機関」としてマスコミ報道され、
皆様には多大なご心配をおかけいたしております。「病院がなくなるのではないか」「私たちはどうすればよいのか」
などの不安の声をたくさんお聞きいたしました。また「頑張ってください」「絶対になくさないでください」など励まし
のお言葉も多くいただきました。現在も行政、医師会とも協議中ですが、当院は呼吸器疾患の診療を中心とした公的
病院として今までも地域医療に貢献してきた自負があります。今後も運営方針を変更することなく、現在の診療を継
続していく所存です。今まで通り、安心して治療を受けていただけますよう一層努力して参ります。皆様はご心配な
く療養に専念していただければ幸いです。
　ここ最近は災害も多く見られ、当院も地域の中核病院として多方面の機能を有していきたいと思います。これから
も地域のために、地域に貢献できる病院を目指しております。
　本年も引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。

　12月6日に廣瀬豊彦とハートブレイクオーケストラを迎え、クリ
スマスコンサートを開催しました。メンバーの人数は今までで一番
多い15名で演奏や歌を披露していただきました。
　トークも会場から笑いが起こったり、メンバーの方と患者さんの
やりとりなども見られ、また、昭和にヒットした“サマータイム"の曲
では、当院では初のボーカル3名で
の美声を披露していただきました。
　楽しい1時間があっという間に終
わりました。
　最後にみんなで“ふるさと”を唄
いました。

内 科 8：30～12：00：
外 科：
整 形 外 科：
眼 科：
耳鼻咽喉科：
禁 煙 外 来：
アスベスト外来：
もの忘れ外来：
セカンドオピニオン外来 地域医療連携室へお問い合わせください。：
ストーマ外来：
フットケア外来：
緩和ケア内科：

※肺がん何でも相談会：第1火／午後

月～土

9：00～12：00 ※呼吸器外科：土曜日休診月～土

9：00～12：00月～金

8：30～12：00月・水・金・土
休診土

9：00～12：00火・木

14：00～17：00火・木

13：30～16：30第2・4木

14：00～16：30第2・4木

9：00～12：00第1・3木

8：30～12：00第1木・第3金

放射線治療外来： 15：00～17：000 ※不定期第1・3金

13：30～15：00木

11：40～12：00月

交通アクセス情報
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新MRI装置の
導入について
放射線科医長  福田　浩

孫子老まつりに参加しました
地域医療連携室 広報委員  山根　幸樹

　当院では、昨年9月にMRI装置を更新し、最新の1.5テス
ラ装置（GE製 SIGNA Explorer）を導入致しました。
　MRIは強い磁場と特殊な電波を用いることにより人体の
内部構造を鮮明にみることができる画像診断装置で、近年
の諸技術を取り入れた新MRI装置は次のような優れた特徴を持ちます。
①微弱なMR信号をデジタル信号に変換する技術の向上や撮像法・撮像コイルの改良により、
短時間で良好な画像が得られるようになりました。検査中に患者さんが動けない時間も短縮
され、検査を受けられる方にとっても負担が少なくなりました。
②体動補正技術が進歩し、検査中に患者さんが若干動かれた際でも、以前より画像の劣化が
軽減しました。
③画像の不均一性（ムラ）が少なくなり、見やすく診断しやすい画像となりました。
④新しい撮像法により造影剤を使用しない方法でも下肢動脈の描出が容易となりました。
　新MRI装置の導入により、患者さんや地域の先生方に、よりいっそう質の高い医療情報を提
供できるようになりましたので、よろしくお願い申しあげます。

　10月19日㈯、孫子老まつりで健康教室を開催し、講演会・健康チェック・医療・福祉・介護相談を行いました。
　今年は当院の内科・総合診療科・消化器科医長の松村俊二医師が『胃癌の征圧を目指して』と題し講演を行い、51名
の方に参加を頂きました。胃癌について、検診の重要性や治療方法などを話され、講演会に参加された方からは「分り
やすく、非常に参考になった。」との感想を頂戴しました。
講演の後は当院のリハビリ科のスタッフによる『みんなで
出来る簡単体操』を行いました。運動をしながら脳を刺激
する体操で参加者の方からは笑い声も混ざり、楽しく体を
動かすことが出来ました。健康チェックでは、222名の方
に参加して頂き大変好評でした。今年も先着順でお子さ
んにお菓子のプレゼントがあり、喜んで頂けたように思い
ます。
　吉島病院は、これからも地域の皆さんの健康増進にお
役に立てる病院であり続けたいと思います。

「第4回 吉島病院地域まつり」開催のお知らせ
■日時／令和2年3月7日㈯ 9：45～15：45　■場所／広島市吉島福祉センター

実 施 期 間：令和2年3月16日㈪～4月24日㈮
予約受付期間：令和2年2月17日㈪～4月15日㈬
検 査 内 容：当院が行っている人間ドックと同じ内容 ※各種オプションにつきましては、申込時にご相談ください。
検 査 料 金：胃部X線検査　／42,350円→32,350円（税込） ※胃部X線検査は、74歳までの方が対象です。
　　　　　　　胃部内視鏡検査／45,650円→35,650円（税込） 
申 し 込 み：予約制となります。 予約受付期間内にお電話または担当窓口へご来院ください。

人間ドック春季キャンペーンのご案内

082-241-2167（代表） 担当窓口：健康管理センター 内線301
※お勤め先の補助や割引券等との併用はできません。
082-241-2167（代表） 担当窓口：健康管理センター 内線301
※お勤め先の補助や割引券等との併用はできません。

昨年ご好評いただきました春季キャンペーン。今年もお得な人間ドック割引キャンペーンを行います。
是非この機会に受診していただき、健康維持・増進にお役立て下さい。

　間食は、きちんと選べば、糖尿病になった人にも
取り入れていただけます。
　血糖値の急上昇が起こりにくい食材、かつ不足
しがちな食物繊維・カルシウム・タンパク質など、
足りない栄養素を補う“推奨おやつ”をご紹介し
ます。
　とはいっても、やはり適量でなければなりません。
目安としては、1日200kcalくらいにとどめましょう。

シリーズ「楽しく実践！ 糖尿病の食事療法」③

糖尿病と間食の情報アップデート
管理栄養士 CDEJ（日本糖尿病療養指導士）  野間 智美

●ゆで卵
●ナッツ類（無塩がオススメ）
●乳製品（無糖のヨーグルトやチーズなど）
●魚肉ソーセージ
●サラダチキン
●フルーツ（甘い割に血糖値を上げにくい）
●乾物（あたりめ、チーズたら）
●野菜スティック など…。

ケース別間食の取り方Q＆A
Q：栄養補給と言われても、やっぱり甘いものは食べたい。スイーツで食べてもよいものはありますか？
A：甘いものは、タンパク質と脂質の分量をチェックしましょう。

どうしても食べたくなったら、血糖値の急上昇が起こりにくい、つまりタンパク質や脂質が含まれるものを選びましょう。栄
養成分表示をチェックして、糖質・炭水化物が少ないものを選ぶようにするとよいでしょう。

Q：夜中にお腹が空いてしまって眠れない。そんな時には何を選ぶとよいでしょう？
A：ゆで卵やヨーグルト、ホットミルクなど、タンパク質の多いものを選びましょう。

夜遅くの食事は控えたいもの。しかし、「お腹が空きすぎて眠れない」というときには、ゆで卵やヨーグルト、
ホットミルクなど、できるだけ糖質が少なめでタンパク質の多いものをとるようにしましょう。

　糖尿病の合併症がある方は、食事療法の内容が変わりますので、主治医または管理栄養士にご相談ください。

（参考：糖尿病ネットワーク）

広島市胃がん検診（胃内視鏡検査）を開始しております
この検査は予約が必要です。詳しくは外来受付にお問い合わせください。

1.5テスラ 新MRI装置 下肢動脈画像

腰椎画像
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人間ドック春季キャンペーンのご案内

082-241-2167（代表） 担当窓口：健康管理センター 内線301
※お勤め先の補助や割引券等との併用はできません。
082-241-2167（代表） 担当窓口：健康管理センター 内線301
※お勤め先の補助や割引券等との併用はできません。

昨年ご好評いただきました春季キャンペーン。今年もお得な人間ドック割引キャンペーンを行います。
是非この機会に受診していただき、健康維持・増進にお役立て下さい。

　間食は、きちんと選べば、糖尿病になった人にも
取り入れていただけます。
　血糖値の急上昇が起こりにくい食材、かつ不足
しがちな食物繊維・カルシウム・タンパク質など、
足りない栄養素を補う“推奨おやつ”をご紹介し
ます。
　とはいっても、やはり適量でなければなりません。
目安としては、1日200kcalくらいにとどめましょう。

シリーズ「楽しく実践！ 糖尿病の食事療法」③

糖尿病と間食の情報アップデート
管理栄養士 CDEJ（日本糖尿病療養指導士）  野間 智美

●ゆで卵
●ナッツ類（無塩がオススメ）
●乳製品（無糖のヨーグルトやチーズなど）
●魚肉ソーセージ
●サラダチキン
●フルーツ（甘い割に血糖値を上げにくい）
●乾物（あたりめ、チーズたら）
●野菜スティック など…。

ケース別間食の取り方Q＆A
Q：栄養補給と言われても、やっぱり甘いものは食べたい。スイーツで食べてもよいものはありますか？
A：甘いものは、タンパク質と脂質の分量をチェックしましょう。

どうしても食べたくなったら、血糖値の急上昇が起こりにくい、つまりタンパク質や脂質が含まれるものを選びましょう。栄
養成分表示をチェックして、糖質・炭水化物が少ないものを選ぶようにするとよいでしょう。

Q：夜中にお腹が空いてしまって眠れない。そんな時には何を選ぶとよいでしょう？
A：ゆで卵やヨーグルト、ホットミルクなど、タンパク質の多いものを選びましょう。

夜遅くの食事は控えたいもの。しかし、「お腹が空きすぎて眠れない」というときには、ゆで卵やヨーグルト、
ホットミルクなど、できるだけ糖質が少なめでタンパク質の多いものをとるようにしましょう。

　糖尿病の合併症がある方は、食事療法の内容が変わりますので、主治医または管理栄養士にご相談ください。

（参考：糖尿病ネットワーク）

広島市胃がん検診（胃内視鏡検査）を開始しております
この検査は予約が必要です。詳しくは外来受付にお問い合わせください。

1.5テスラ 新MRI装置 下肢動脈画像

腰椎画像
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当院は日本医療機能評価機構の認定、
人間ドック・健診施設機能評価認定を受けております。
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■広島バス24号線
　「吉島営業所行き」…吉島病院入り口下車、徒歩5分
　「吉島病院行き」…終点・吉島病院下車
　※吉島方面行き 広島バス24号線は、2種類ありますのでご注意ください。
■東西線バス…吉島東下車、徒歩10分
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予約については、TEL（082）241-2167（当日でも可能です）
※第1・3土曜日は診療しております。 当院では予約のない初診の方も通常の診療をしております。整形外科・眼科につきま

しては予約を原則としており、予約がない場合は待ち時間が長くなることがあります。

内科／呼吸器内科／消化器内科
糖尿病・内分泌内科／循環器内科
外科／呼吸器外科／消化器外科／内視鏡外科
眼科／耳鼻咽喉科／麻酔科／放射線科／整形外科
リハビリテーション科／緩和ケア内科
呼吸器リハビリテーション科

内　　　　　　　科：8：30～12：00／土曜日 8：30～11：00
外科・整形外科・眼科：8：30～11：00
耳　鼻　咽　喉　科：13：30～16：00

診
療
科
目

受
付
時
間

診
療
時
間

第2・4・5土曜日／日曜日／祝祭日
年末年始（12月29日～1月3日）／開院記念日（3月7日）
※ただし、休日・夜間における急患の診療については上記の限りでは
　ありません。お電話の上、ご来院ください。

休
診
日

新年を迎えて
新MRI装置の導入について
孫子老まつりに参加しました
広島市胃がん検診（胃内視鏡検査）を開始しております
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シリーズ「楽しく実践！ 糖尿病の食事療法」③
糖尿病と間食の情報アップデート
人間ドック春季キャンペーンのご案内
「第4回 吉島病院地域まつり」開催のお知らせ
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患者さんの
権利と責任

1. 個人の尊厳は尊重され、最善で平等な医療を受ける権利を有します。
2. 治療に関する情報を知り、説明を受ける権利を有します。
3. 治療に関する方法を、自己の意思で決定する権利を有します。
4. 医療のどの段階においても、他の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める
   権利を有します。
5. 個人の情報（プライバシー）が、保護される権利を有します。
6. 医療関係者との信頼関係に基づき、医療への参加の責任を有します。

当院では、患者さんと医療者のパートナーシップを大切にしています。
患者さんと医療者がお互いに協調し、良好な関係を築いてゆきたいと考えています。

吉島病院 広 報 紙
患者さんと吉島病院を結

ぶ情報紙
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新年を迎えて

2019年度

クリスマスコンサート

院 内 イ ベ ン ト 紹 介

院　長　山岡 直樹

　あけましておめでとうございます。令和になり初めてのお正月ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年4月に
院長を拝命いたしましたが、あっという間の9か月間でした。慣れない管理業務に翻弄されながら、皆様のお力添え
を受けて何とか事故なく新年を迎えることができました。心より感謝いたします。
　さて9月に当院が「地域医療構想に関する再編・統合問題の再検討要請対象医療機関」としてマスコミ報道され、
皆様には多大なご心配をおかけいたしております。「病院がなくなるのではないか」「私たちはどうすればよいのか」
などの不安の声をたくさんお聞きいたしました。また「頑張ってください」「絶対になくさないでください」など励まし
のお言葉も多くいただきました。現在も行政、医師会とも協議中ですが、当院は呼吸器疾患の診療を中心とした公的
病院として今までも地域医療に貢献してきた自負があります。今後も運営方針を変更することなく、現在の診療を継
続していく所存です。今まで通り、安心して治療を受けていただけますよう一層努力して参ります。皆様はご心配な
く療養に専念していただければ幸いです。
　ここ最近は災害も多く見られ、当院も地域の中核病院として多方面の機能を有していきたいと思います。これから
も地域のために、地域に貢献できる病院を目指しております。
　本年も引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。

　12月6日に廣瀬豊彦とハートブレイクオーケストラを迎え、クリ
スマスコンサートを開催しました。メンバーの人数は今までで一番
多い15名で演奏や歌を披露していただきました。
　トークも会場から笑いが起こったり、メンバーの方と患者さんの
やりとりなども見られ、また、昭和にヒットした“サマータイム"の曲
では、当院では初のボーカル3名で
の美声を披露していただきました。
　楽しい1時間があっという間に終
わりました。
　最後にみんなで“ふるさと”を唄
いました。

内 科 8：30～12：00：
外 科：
整 形 外 科：
眼 科：
耳鼻咽喉科：
禁 煙 外 来：
アスベスト外来：
もの忘れ外来：
セカンドオピニオン外来 地域医療連携室へお問い合わせください。：
ストーマ外来：
フットケア外来：
緩和ケア内科：

※肺がん何でも相談会：第1火／午後

月～土

9：00～12：00 ※呼吸器外科：土曜日休診月～土

9：00～12：00月～金

8：30～12：00月・水・金・土
休診土

9：00～12：00火・木

14：00～17：00火・木

13：30～16：30第2・4木

14：00～16：30第2・4木

9：00～12：00第1・3木

8：30～12：00第1木・第3金

放射線治療外来： 15：00～17：000 ※不定期第1・3金

13：30～15：00木

11：40～12：00月

交通アクセス情報


