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　　明けましておめでとうございます。
　　本年度も宜しくお願い申し上げます。

　平成 20 年度を振り返ってみますと、国民を脅かす社会保障問
題（特に年金問題）で年が明け、 4 月には我々開業医を直撃する
季節外れの台風が到来しました。新たな診療報酬体系が施行され
たほか、今も問題になっております後期高齢者医療制度、また地
域における医療提供体制の見直しで、一般病床と療養病床に区分
するなどして、機能の分担と連携を促進するとともに在宅医療に
向けた体制整備の必要性が強調されました。そして、今後 5 年間
で都道府県の医療マップに大きな変化をもたらすことが予想され
る新しい『地域医療計画』にも着手され、今後予期なく行われる
制度改革で開業医のスタンスが大きく問われた年ではなかったで
しょうか？
　今後の厳しい医療情勢の中で福山記念病院が取り組むポイント
として、『役割の明確化と連携強化で地域ブランド』を確立させ
る事だと考えます。
　福山記念病院は 20 年間一般急性期疾患、慢性期疾患、
慢性期疾患の憎悪に対応してきました。 7～ 8 年前よりスタッフ
及び設備の充実等により、福山市におけるリハビリテーション病
院として認知して頂くまでになりました。これも福山市内の医療
機関及び市民の皆様のお陰と感謝致しております。そして高度医
療技術を提供する、基幹病院との連携を密にし、その後の医療を
担うべき重要な医療機関として一層の地域医療に貢献したいと考
えております。
また紅萌会グループでは福祉施設の経営も行っていることから
医療福祉総合連携体制をとっており医療機関を核にして在宅医
療・在宅介護・福祉施設など、総合的に対応ができる体制をとっ
ております。
　最後に新年度を期に広報誌『医和』の創刊号を発行することに
なりました。『医和』はチームワークと読んで頂き、医療と福祉
のチームワーク、医療スタッフと福祉スタッフとのチームワーク
の意味であります。
　本年も一層地域に愛され親しまれる病院を目指して努力して参
りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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福山記念病院の理念にある、「地域に親しまれ信頼される病院を目指します」をモットーに、
地域の皆様に愛されるよう、今後も思いやりのある診療を行っていきます。



　
　
　　 C型肝炎ウイルスの感染者は、日本に１５０から２００万人程度いると推測されていますが、
実際に治療を受けていらっしゃる方は５０万人程度といわれています。 C型肝炎ウイルスは血液を
介して感染します。ウイルス発見以前の時代は輸血、血液製剤、注射針の使いまわしなどの医療行
為がおもな原因でしたが、今ではピアスや入れ墨、覚せい剤使用、不衛生な鍼治療などが原因に
なっています。放置すると多くの場合肝炎は慢性化し、１０年から３０年かかって慢性肝炎、肝硬
変へと徐々に進行します。そのため肝臓がんが出来やすくなるのはもちろん、肝臓が十分に働かな
くなり肝不全になれば、生命にかかわります。根本的な治療はウイルスを排除することですが、週
一回のペグインターフェロン注射と内服薬の組み合わせにより、今では格段の治療効果が得られる
ようになりました。効きにくい条件でも約５割、効きやすい条件では９割の方がウイルスの排除が
可能になっています。
　平成２０年４月より、広島県でもウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療費助成制度が開
始されました。県指定の専門医療機関で診断を受け、
県の認定を受けた方は１年間まで治療費の助成を受けることができます。
当院は肝炎インターフェロン治療指定医療機関です。
治療経験豊富な肝臓専門医が責任を持って治療を行っております。
C型肝炎が疑われましたら、ぜひ肝臓専門医を受診することをお勧めします。

板阪英俊（肝臓専門医）

◆C型肝炎について

看護部長　田中　綾子

　　　　　　　　　　　
明けましておめでとうございます。　　　　　　　　　

　昨今、私達医療従事者や国民をとりまく医療、福祉関係は年々複雑化、高度化しています。
そのような状況の中、我々の病院は病院機能評価取得を本年の大きな目標に掲げ、医療看護の
効率化、レベルアップを目指し、職員が一丸となり日々努力しております。
　我々の病院は、地域医療における様々な役割のうち急性期から主に回復期の医療を担ってお
ります。本年もその役割をしっかりと自覚し、急性期病院との病病連携維持期での病診連携、
介護福祉連携をさらに充実させ、地域医療に貢献していきたいと思います。同時に基本であ
る、患者様の生命を守り尊厳することを最優先とし患者様と家族の方が、信頼をしてくださ
り、安心して任せていただける様、質の良い医療、看護を提供できるよう
組織の強化も目指したいと思います。
　何分にも管理職としてスタートを切ったばかりであります。今後皆様に御指導、
御鞭撻をお願いすることが多々あると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
　最後になりましたが、皆様のご多幸を祈念し、年頭の御挨拶とさせて頂きます。
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　診療担当医一覧表

介護老人保健施設 ビーブル春秋苑 
入所・短期入所 70名
通所リハビリテーション 40名 
グループホーム春　 2ユニット 18名 
広島県福山市王子町一丁目 4 番 5 号 
TEL/084-928-5800
FAX/084-928-7550 

介護老人保健施設 ビーブルかんなべ 
入所・短期入所 62名
通所リハビリテーション 20名 
グループホーム小春　 1ユニット 9名 
広島県福山市神辺町川南 547 番 7 号 
TEL/084-960-0881
FAX/084-963-0884 

介護老人保健施設 ビーブル神石三和 
入所・短期入所 77名
通所リハビリテーション 30名 
居宅さんわ・訪看星の里 
広島県神石郡神石高原町小畠 1500-1 
TEL/0847-89-3030
FAX/0847-89-3031 

　関連施設

TEL084-922-0998
FAX084-922-0169

ホームページ　 http://www.kbk-group.or.jp/

ロビーリハビリ室 通所リハビリテーション

　病床数　 101 床
　一般病棟　 31 床　（亜急性期病棟　 10 床）
　回復期リハビリテーション病棟　 34 床
　医療療養病棟　 36 床

　通所リハビリテーション　 40名

　当院で可能な検査
　・レントゲン・ CT・ MRI・胃内視鏡・心電図・大腸ファイバー
　・嚥下造影検査・呼吸機能検査・エコー（心臓、腹部、頚動脈）など
　※各種検診及び 2次検診についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

　訪問診療・訪問リハビリ・訪問看護も積極的に行っております。

　診療科目
　内科　外科
　脳神経外科
　リハビリテーション科
　整形外科
　形成外科

　診療時間
　午前 9 ： 00～午後 12 ： 30
　午後 2 ： 00～午後  6 ： 00
　診察終了 15 分前までに受付を済ませて下さい。
　※救急の場合はこの限りではありません。
　（日曜・祝日も診療いたします）

◆福山記念病院  福山市港町一丁目 15 番 30 号

◆アクセス：
　 JR 福山駅より車で 10 分 バスで 10 分
　福山駅前 4 番乗場→港町 1 丁目バス停下車
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