がんに関する書籍の貸し出し

地域医療連携室内﹁がん相
談支援センター﹂では︑患者
さまやご家族のがんに関する
情報収集を支援するために︑
西脇病院の通院患者︑

書籍をそろえています︒
▼対象

貸出日当日に返

時︵年末年始

月〜金曜日の午

入院患者とその家族
時〜午後

▼利用時間
前
を除く︶
▼利用期間
がん相談支援セ

却をお願いします︒
▼利用方法
ンターにお声がけください︒
︵外来待ち時間にも利用できます︶

健康バンザイ

野村 和久

博也医師

▼講師

自分の血糖値を知ろ

▼内容
▼演題

▼料金 無料
う！・測 っ て み よ う ！ 〜 糖 尿
いて

地域医療連携室

▼問合せ
病に関する検査結果の見かた

循環器内科

櫻本

感染性心内膜炎につ
病院総務課︵病院

認知症に関する講師派遣

内線366︶

▼問合せ

を一緒に覚えましょう〜
糖尿病手帳︑運動

内科︵病院内線5
西脇病院認知症疾患医療セ
ンターの担当医やスタッフが︑

よる﹁健康セミナー﹂を開催

毎月１回︑西脇病院医師に
解︑診断や治療に関すること︑

だきます︒認知症の病気の理

まりの場でお話しさせていた

地域に出向いて老人会等の集

しています︒

西脇病院﹃ 健康セミナー ﹄

35︶

▼問合せ

糖測定器︵お持ちの方のみ︶

継続カレンダーおよび自己血

▼持ち物

︵病院内線308︶
エントランスホールギャラリー

日

多可絵画クラブによる絵画
2月2日︵木︶〜

の展示です︒
▼とき
▼ところ 西脇病院エントラ

︵火︶
ンスホール
▼問合せ 経営管理課︵病院
内線363︶

3時〜︵１時間程度︶

▼とき
▼申込み・問合せ

ご希望の場合は左記へ︒

認知症の人への関わり方等︑

日︵ 月 ︶ 午 後

▼ところ 病院講堂︵2階︶
︵☎ ︲2006︶

学部附属病院や兵庫県立がん

応困難な場合は︑神戸大学医
る人形劇や絵本の読み聞かせ︑

じいろのたね﹂の皆さんによ

ボランティアグループ﹁に

入院病棟でクリスマス会

は︑子宮筋腫や卵巣腫瘍︑子
センターへ︑地域連携を介し

2月

▼とき 2月 日︵金︶

いわゆる終末期の疾患までを

糖尿病教室
▼ところ 病院講堂︵2階︶

扱い︑症例によって当院で対

認知症疾患医療センター

婦人科部門の代表的な病気

医は婦人科部門も扱います︒

宮がん︑卵巣がんなどの婦人

当院婦人科では︑産科系の
場合はスムーズに連携させて

機能病院での加療が望ましい

至 る 症 例 は 年 間 数 例 ︶︑ 高 次

は当院で治療可能で︑紹介に

手術も含めて年間230例ほ

の賛同を得るために奔走した

レゼントが渡されました︒

い︑入院中の子どもたちへプ

科腫瘍系の疾患︒月経困難症

地域の開業医さんから当院

職員による手品や合唱等を行

へ紹介いただき︑当科で完遂

て紹介をさせていただいてい

特に子宮がんや卵巣がんに関

や月経不順︑子宮内膜症など

しては手術︑化学療法︵抗が
できる症例はそのまま治療に

ます︒

今回は婦人科部門に関して
ん剤︶を行うので︑産婦人科

の内分泌系の疾患があります︒

説明していきたいと思います︒
進み︵約

％程度の紹介症例

医は︑いわゆる外科系に属し

だけを扱っているイメージを
どを扱っています︒その中で
いただいております︒

ます︒

そもそも一般の方の認識で

持っていらっしゃる方が多い
も︑良性から悪性の疾患や︑

産婦人科といえば︑産科︵お産︶

25

▼とき

33

日︵土︶午後
こみせん比也野
桂九雀︑鮎家土瓶

時

分開演︵午後

500円︵こみせん比也野でチケット
ええまち比也野里
こみせん比也野︵☎ ︲0120︶

▼問合せ

秘書広報課︵市役所内線207︶

載希望は︑左記までお問い合わせください︒

いるまちづくり活動を紹介しています︒掲

このコーナーでは︑地域で取り組まれて

▼問合せ

▼主催

の事前購入が必要︶

▼入場料

▼出演

▼ところ

１時開場︶

月

回比也野よってけライブ﹁早春お笑い寄席﹂

と思うのですが︑産・婦人科

産地ならではの確かな商品
り︑店主の思いをのれんのデ

第

というだけあって︑産婦人科

を全国に発信しようと夢見て︑
ザインに盛り込んだりと大変

産地発の個性豊かな商品作りを目指す

播州織の産地・西脇市でもの

國𠮷さん︒素材や織り方の違

売員を経て播州織と出会った

その後︑帆布メーカーの販

さを学びました︒

が関わるプロジェクトの面白

でしたが︑同時に︑多くの人

＊

づくりを学んでいるのが國𠮷
＊

美理さんです︒
＊
國𠮷さんは岡山市出身の
年間学びました︒卒

歳︒倉敷市内の大学で服飾や
美術を

る 播 州 織 に 魅 了 さ れ ︑﹁ 自 分

いでさまざまな表情に変化す
の求める面白いものづくりが

業制作では﹁シャッターが目
立つ倉敷の商店街をものづく

では︑株式会社丸萬で独自ブ

への移住を決断しました︒今

できそう﹂と迷いなく西脇市

りを通じて元気にしたい﹂と︑
ジーンズ生地を使ったのれん
で廃業店舗等を明るく飾るプ
ロジェクトに挑戦︒多くの人

ランド﹁ＰＯＬＳ︵ポル

拓人・照美（野村町）

ス ︶﹂ の 商 品 企 画 や ︑ 海 外

ボランティアグループ「にじい
ろのたね」による読み聞かせ
いきいきにしわきっ子を募集しています。写真と紹介文、
連絡先を市役所2Ｆ秘書広報課へ郵送またはご持参ください。

商社への生地提案などさま

すくすく元気に育ってね！

ざまな業務に携わり︑充実
した日々を過ごしています︒
國𠮷さんは西脇での新生
活を﹁豊かな自然に恵まれ︑
コンパクトで生活しやす
い﹂と気に入っている様子︒
﹁私にとっては︑生地だけ
でなく︑産地に住む人々も
大切な﹃素材﹄の要素︒そ
れらを生かした個性的な商
品を全国に向けて発信する

30

３歳１ヵ月

産婦人科医長

20

28

ことが今の目標です﹂と声
を弾ませました︒

1
ひろと

95

まちづくり♪
みんなで

24

大翔
藤本

西脇病院産婦人科について

24
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15

美理さん
國𠮷

市民の皆さんのまちづくり活動を紹介します

♪
いき
き
い
にしわ
にしわきっ子

26

り
み
くによし

（☎22-0111） http://nshp.jp/

ふれあい広場

133
デザイナー等育成支援事業で西脇市に移住

地域に信頼される良質な医療を提供します

このページは市民の皆さんと
一緒につくるページです。投
稿・登場をお待ちしています。
秘書広報課（市役所内線207）

クローズ

アップ

今、「旬」の人や団体を紹介します。

