新しい医師を紹介します

み

有美

ゆ

歯科口腔外科医員
おおつき

大槻

地域の皆さまに良質で︑ま
た納得していただける医療を
提供するよう努めたいと思い
ます︒よろしくお願いします︒

これ﹂

▼演題 ﹁アレルギーのあれ・

子医師

▼講師 小児科医長 松本尚

▼ところ 病院講堂︵2階︶

方には︑主治医からかかりつ

さい︒紹介状をお持ちでない

の紹介状の持参にご協力くだ

診の方は︑かかりつけ医から

提供することができます︒初

ができ︑より効率的な診療を

医の間で症状などの情報共有

広告掲載枠＝

用途＝文書の郵送など

①病院用封筒︵角

▼募集内容

日︵木︶

▼募集期間

検討ください︒
月 日
︵火︶〜

▼問合せ 病院総務課︵病院
枚数＝
号︶

用途＝文書の郵送など

②病院用封筒︵長形

年間

0︐
000枚

社まで

号︶

内線366︶
け医に紹介状の依頼をするこ
期間＝約

地域医療連携室

︵病院内線308︶

▼問合せ

とがあります︒

紹介状持参のお願い
西脇病院では地域の診療所

毎月１回︑西脇病院医師に
に取り組んでいます︒かかり

密にするため︑病診連携強化

ただける寄付者を募集します︒

する封筒を無償で提供してい

西脇病院では通信用に利用

ご覧ください︒

くは西脇病院ホームページを

▼その他

広告掲載枠＝5社まで

よる﹁健康セミナー﹂を開催
つけ医に﹁紹介状︵診療情報
宣伝手段の一つとしてぜひご

西脇病院﹃ 健康セミナー ﹄

しています︵参加費無料︶︒
くと︑西脇病院とかかりつけ

提 供 書 ︶﹂ を 発 行 し て い た だ

寄付封筒の募集

8月

眼科シリーズ最終回です︒

結膜がまばたきでよくこすれ

ながります︒また︑たるんだ

た状態︶などの自覚症状につ

イや流涙︵涙がいつもたまっ

安定になることで︑ドライア

が出てきたり︑涙の状態が不

強いと︑眼の表面での異物感

なってしまいます︒たるみが

してたるんだ状態︵弛緩︶に

ン嚢がゆるくなり結膜が遊離

いますが︑加齢とともにテノ

いう組織を介してひっついて

今回の眼科シリーズは一旦

ておきましょう︒

よくある病気は記憶にとどめ

自然に現れるものが多いので︑

ます︒眼科疾患は加齢に伴い

いくことが必要な場合もあり

ことがあり︑併せて治療して

雑に他の病態が関連している

イアイや流涙を来すものは複

とができます︒ただし︑ドラ

したりする手術で根治するこ

合固定したり︑切除して短縮

たるんだ結膜を引っ張って縫

ですが︑症状がひどくなれば

健康バンザイ

今回は結膜弛緩症についてで

るため︑自然に結膜で出血が
終了です︒ありがとうござい

す︒

結膜弛緩症について

板谷 浩志

眼科部長

結膜というのは眼球の白目
起こってしまい︑白目が真っ

けつまくしかんしょう

の表面の半透明の薄皮のこと
赤になることがあります︒い
ました︒

りゅうるい

を言います︒おおざっぱな説
ずれも軽度のものは観察のみ

のう

精霊ながし

明をすると︑結膜はその下の

んも﹁大学進学を機に︑新し

年間
募集要項など詳し

経営管理課︵病院

内線365︶

▼問合せ

期間＝約

枚数＝50︐
000枚

１時間程度

日︵ 水 ︶ 午 後

3時〜

▼とき

︵かかりつけ医︶との連携を
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①

▼その他

▼ところ

▼とき

西脇区事務所︵☎ ︲2127︶

無料綿菓子コーナーがあります︒

豊川歩道橋・蓬莱橋︵西脇︶

月

第７回定期演奏会
日︵土︶ 午後2時開演︵午後１時
西脇市民会館

大ホール

▼ところ

廣田さん

入場無料︒小さなお子さんもぜひ一緒
西脇市民オーケストラ代表
︵☎090︲1583︲3009︶

▼問合せ

にご鑑賞ください︒

▼その他

月

時〜

▼問合せ

分開場︶

▼とき

西脇市民オーケストラ

日︵火︶ 午後

強膜︵眼球壁︶とテノン嚢と

子どもたちとの出会いは自分が成長する機会
藤尾さんは︑中学生のとき

みを支えています︒

え 子 育 て 支 援 学 生 ス タ ッフ﹂
に初めて経験したボランティ

茜が丘複合施設で﹁みらい
として活動するのが︑兵庫教
アでやりがいを感じ︑大学で

＊

も参加したいと決意︒中西さ

年生の藤尾祐那さん

育大学
＊

いことに挑戦したい﹂との思

15

12

＊
茜が丘複合施設では︑平成

いで︑ボランティア活動に参
加することに︒大学入学後に

イベントのスタッフとして︑

30

と中西麻梨子さんです︒

月から認定特定非営利

活動法人みなみ会が︑小中学
仲良くなった

年
生を対象に宿題や自主学習の

でスクールサポーターや地域

の指導などをする﹃みらいえ

積極的に活動してきました︒

人は︑これま

アドバイス︑施設内での遊び
地域子育て事業﹄を行ってい

自分が成長できる機会︒出会

﹁子どもたちとの交流は︑
いが新たな気付きを与えてく

ます︒藤尾さんと中西さんは︑
学生スタッフ

人の中心的な

存在で︑当初からこの取り組

人はボラン

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。

れる﹂と︑

真吾・祥英（和田町）

ティア活動の喜びを語り︑

まちづくり♪

②
最近歩けるようになりました♡

やりがいを感じている様

隼大

子︒今ではみらいえにい
ると︑子どもたちから勉
強や遊びに誘われるそう
で︑子どもたちの〝お姉
ちゃん〟になっています︒
藤尾さんと中西さんは︑

１歳１ヵ月

みんなで

西脇市教育委員会人権教育
室による人権ポスター、人権
標語の展示です。
◆とき ８月１日
（火）
〜15日
（火）
◆問合せ 経営管理課
（病院内線363）
小林

今月 日まで市内の公民

と呼び掛けました︒

一緒に勉強しましょう﹂

たちがお手伝いするので︑

け よ う ﹄ に も 参 加 ︒﹁ 私

﹃ 夏休みの宿題をやっつ

館などで開催されている

24

22

は や と

138
Miraieで子育て支援学生スタッフとして活動
兵庫教育大学４年生

エントランスホールギャラリー

23

12

（☎22-0111） http://nshp.jp/

ふれあい広場

18
平成29年8月号
広報にしわき
平成29年8月号
広報にしわき

19

祐那さん・中西 麻梨子さん
（左から）藤尾

なかにし ま り こ
ゆうな
ふじお

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

28

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。

