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事業局長挨拶「将来構想が動き始めました」
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各科外来診察予定表診療科紹介
医療福祉支援センターからのお知らせ新採用医師紹介

インフォメーション

お知らせ
平成28年度より、紹介状を持たずに初診で受診される場合、選定療養として、
『５，５００円（歯科：３，３００円）（税込）』を診療費とは別にご負担いただきます。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により来院した場合は対象にはなりません。



嘉屋  祥昭
事業局長

当院の将来構想に向けて、いよいよ目に見える形で動き始めました。令和元年 8月から
病院向かいの敷地に516台収容の立体駐車場建設へ向けた工事に着手しました。この工事
は、令和2年 3月まで行われ、同年 4月から新しい駐車場として運用を開始する予定として
います。工事期間中は、第3駐車場（旧イオン駐車場）を中心とした利用をお願いすることと
なりご不便をおかけしますが、ご理解の程お願いいたします。
今後は、令和 2年 4月より、旧イオンショッピングセンター跡地の解体工事が行われ、
解体後の土地（約半分）に当院の新棟を建設する予定としています。新棟については、
令和 5年 3月までの運用開始を目標に建設を進める予定としています。
地域の皆様に愛される、より機能的な病院作りに向けてがんばりたいと思います。

また、将来構想にも関係のある話ですが、現在、廿日市市の「あいプラザ」内で運営
しています「廿日市市休日夜間急患診療所」の機能を、令和 2年 4月の運用開始を目標
に、JA広島総合病院が「廿日市休日夜間急患センター（病院内へ開設）」として引き継ぐ
予定です。「あいプラザ」内の休日夜間急患診療所同様、診察は佐伯地区医師会の先生方に
お願いする予定としています。
休日夜間急患診療所（一次救急）を受診される患者さんの中には、実は重篤な疾患を
抱えた方もいらっしゃいます。これまでは、「あいプラザ」と距離があるために当院での
治療開始に時間を要していた患者さんがスムーズに高度な検査や治療（二次救急・三次
救急）が行えるようになると期待しています。

地域の皆様には、いつも病院を支えていた
だき感謝しております。今年度も11月23日
（土・祝日）に「オープンホスピタル」、12月8
日（日）には「市民公開講座」を開催する予定
としておりますので、お気軽に足をお運びいた
だければ幸いです。
これからも皆様に信頼され、良質な医療を
提供する病院にするよう努力してまいりますので、
ご協力とご支援を心よりお願い申しあげます。

Yoshiaki  Kaya

駐車場完成予想図
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診 療 科 紹 介

 JA広島総合病院消化器内科の診療基本方針は、
「患者中心の医療を！ 地域完結型医療を！」としていま
す。消化器内科は、食道、胃、腸、肝臓、胆嚢、膵臓など
の臓器の病気を診療する内科です。消化器内科では
内視鏡機器や超音波機器などの最新機器が活躍し
ます。これら機器を使えば患者さんへの少ない負担で
最大の治療効果をあげることができます。
2017年には内視鏡センターの各種内視鏡機器が
最新機種へ順次更新され、充実した診療が可能と
なっています。当科で行っている診療内容を列挙して
みます。消化管領域では、内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）、特殊光拡大観察、カプセル内視鏡、ヘリコバ
クターピロリ感染の診断、経皮内視鏡的胃瘻造設術
（PEG）、白血球除去療法、肝臓領域では、抗ウィルス
治療、肝動脈塞栓術、ラジオ波焼灼療法、NASH診断
肝生検、膵胆道領域では、内視鏡的乳頭切開術
（EST）、各種ステント療法、超音波内視鏡下細胞検
査（EUS-FNAB）など、多岐にわたります。

これらの設備と充実したスタッフで、最先端の内視
鏡治療や吐血などに対する緊急内視鏡検査などで
地域医療に大いに貢献しています。

消化器内科　徳毛　宏則

外科 DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY

消化器内科 DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY

「外科」は一般外科・消化器外科の治療を担当する
診療科です。上部消化管、下部消化管、肝・胆・膵、ヘ
ルニア／甲状腺の臓器別チームに分かれ、安全で質
の高い手術と周術期管理をこころがけています。各
チームリーダーはそれぞれの領域において、県下で数
少ない日本内視鏡外科学会技術認定医資格（胃、大
腸、ヘルニア）、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医
といった専門性の高い資格を有し、各学会で指導的
立場となっています。急性胆嚢炎、急性虫垂炎などの
腹部救急疾患も積極的に受け入れ、多くの症例でで
きるだけ低侵襲な腹腔鏡手術を行っています。これか
らも地域医療の充実に役立つよう努めてまいりますの
で、引き続きよろしくお願い致します。
臓器別診療体制をとっているため、ご紹介いただく
患者様の初診は、原則予約制としております。待ち時
間短縮のために、かかりつけ医からのFAX紹介シス
テムをご利用ください。
受診日時につきましては、当科から患者様へ電話連
絡を行い、医師の専門分野にあわせて決めさせてい
ただいております。緊急の場合はこの限りではありませ
んが、専門分野の関係上、初診医とその後の担当医

が異なる場合があることをご了承ください。
病状や今後の治療法についてご家族にも充分に理

解していただき、病院スタッフと一緒に支えていく様に
努めております。初診時はご家族の方も一緒にお越し
頂きますようお願いいたします。  

 外科　佐々木　秀

消化器内科医師一同

〈後列左から〉
波多間 浩輔▶柴田 祥之▶平野 利典▶新宅谷 隆太▶杉山 陽一▶田﨑 達也▶岡本 暢之▶海氣 勇気
〈前列左から〉
香山 茂平▶中光 篤志▶佐々木 秀

〈後列左から〉
石橋 一樹▶野中 裕広▶進藤 源太朗▶兵庫 秀幸▶藤本 佳史▶山下 未紗▶古土井 明
〈前列左から〉
相坂 康之▶徳毛 宏則▶小松 弘尚

外科医師一同
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に、大変有効です。
乳がんは11人に1人が発症するといわれていま

すが、予防については現在のところ有効な手段が
見つかっていません。その一方で、乳がんは早期
発見されれば約90％は治る病気だといわれてい
ます。早期発見・早期治療のために、定期的に乳
がん検診を受けましょう。

放射線科　山口　裕之

マンモグラフィは2Dから3Dの時代へ

2019年11月中旬より乳房用X線診断撮影装置
「Senographe Pristina」が稼働します。
●角に丸みを持たせた撮影台
受診者の脇や腹部に角が当たる痛みを軽減し、

包み込むようなLEDの光で緊張を和らげます。
●より少ないX線量での撮影
従来装置より約30％被ばくが低減され、さらに

高品質な画像が得られます。
●デジタルブレストトモシンセシス（3D撮影）が可能
トモシンセシスとは、1回の乳房圧迫で角度を

変えながら低線量撮影し、複数枚の断層像を作り
出す最新技術です。
従来のマンモグラフィ撮影（2D）のデメリット

であった正常乳腺と病変部の重なりを解消し、病
変部の発見が容易となります。この技術は日本人
女性に多いとされる高濃度乳腺（デンスブレスト）

教育研修課　野津　麻史

広島県西部高校生外科セミナー開催

8月1日（木）に「広島県西部高校生外科セミ
ナー」を開催しました。近隣の高校生を対象に、
最新の医療機器を体験しながら外科の魅力を
知ってもらうことが目的です。
第9回目を迎えた今年は28名の参加がありまし

た。学生たちも手術着に着替え、外科医師・手術
室看護師の指導のもと実習を行いました。実際
に外科医が使用している内視鏡手術器具・切開

装置での手術模擬体験、外科医の基本テクニック
の一つである「糸結び・縫合」の練習を行いまし
た。参加した高校生からは「普段は入ることので
きない手術室での模擬手術体験など、とても楽し
かったです。医療を身近に体験することで、医師
になりたいという気持ちが高まりました」などの
感想があり、盛況のうちに終了いたしました。

GEヘルスケア社製
「Senographe Pristina」

3Dの方が、病変の有無が分かり易い。

2D2D 3D3D

INFORMATIONインフォメーション
院内の話題・お知らせを紹介します
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癒す

救う

護る

お知らせお知らせからのお知らせ看護科

「宿泊型・日帰り型」産後ケア事業を開始しました 産後のママをサポートします

外来　田尾由美子

産後ケア事業は、出産後のお母さん達の心身を
癒し、安心してそれぞれのスタイルの子育てが出
来るよう病院と地域が連携し、継続して関わって
行くことを目的にした事業です。
妊娠・出産・育児はその家族にとってライフサ

イクルが大きく変化します。あかちゃんを迎え
幸せな生活のスタートのはずが、いざ出産を迎え
ると、産後の劇的な心身の変化、その後に続く24
時間の育児に、不安やストレスを感じることも多
くあります。核家族の増加に伴い家族スタイル
も多様化しており、母子の孤立も問題となってい
ます。
JA広島総合病院・産婦人科病棟では、廿日市市

「子育て応援室」と連携し産後ケア事業に取り組
むことになりました。当院での「産後ケア」は、
おおむね出産後1ヶ月までの母子を対象に、「宿泊
型・日帰り型」を通じてお母さんの体やあかちゃん
のケア・母乳相談・授乳指導・育児サポートなど

の支援をおこないます。必要に応じて他職種と
協力し、お母さんが安心して子育てができるように
関わっていきたいと考えています。一人で悩ん
だり、頑張りすぎたりする前に気軽にご相談くだ
さい。
出産されたお母さんが地域の中で笑顔で子育

てができるよう、スタッフ一同、産後ケア事業に
取り組んで参ります。

11月23日（土・祝）に「オープンホスピタル」を
開催します。
昨年は、医師等による医療相談・もちつき大会・

オモチャすくい・JA佐伯中央による野菜販売な
どを行いました。
今年も様々なイベントを企画しておりますの

でお楽しみに！

耳鼻咽喉科

有木雅彦
ありき　まさひこ

この度、広島大学病院より転勤してまいりました。地域の皆様のニーズに
こたえられるように頑張りますので、よろしくお願いします。

新採用
医師紹介
新採用
医師紹介
よろしくお願いします!

昨年度の風景

オープンホスピタルのお知らせオープンホスピタルのお知らせ
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診療科 診療時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

呼吸器内科

初　　診
8：30 ～11：00

再　　診
8：30 ～11：30
（予約再診を除く）

初　　診 田中（三） 大月 近藤（丈） 隅井

再　　診 隅井 隅井・田中（三） 近藤（丈）・大月 大月・田中（三） 近藤（丈）

午後診療
14：00 ～15：00

禁煙外来
渡（呼吸器外科）・

大月

循環器内科

初　　診 赤澤 前田（幸） 辻山・石橋（直） 渡邉 荘川・藤原

再　　診 辻山・前田（幸）
渡邉 藤原・石橋（直） 荘川 前田（幸）・荘川

赤澤 辻山・渡邉

午後診療
13：00 ～17：00 藤井（隆）

腎 臓 内 科

初　　診 藤井（賢） 新開 荒川 進藤（稔）

再　　診 新開 進藤（稔） 荒川 藤井（賢） 荒川（午後診療）

午後診療
13：00 ～16：00

CAPD 外来
荒川・進藤（稔）
藤井（賢）・新開

CAPD 外来
荒川・進藤（稔）
藤井（賢）・新開

糖尿病代謝内科

初　　診 石田 山本 濵岡 由田

再　　診 山本・濵岡 石田・野村
由田 石田・濵岡 石田・由田 山本・濵岡

午後診療
13：30 ～15：30

石田
（予約再診のみ）

山本
（予約再診のみ）

石田
（予約再診のみ）

消化器内科

初　　診 小松・藤本（佳） 進藤（源）・兵庫 徳毛・石橋（一） 古土井・野中 相坂・山下

再　　診 徳毛・兵庫
古土井 小松・野中 相坂・藤本（佳）

山下 小松 藤本（佳）・進藤（源）
石橋（一）

午後診療
13：00 ～15：00 兵庫 相坂

NASH 脂肪肝専門外来
野中・兵庫

※13：30 ～15：30
（要予約）

神 経 内 科
（初診完全予約制）

午後診療 高橋
（13：30 ～15：30）

神経内科医師
第２・４水曜

（13：30 ～17：00）

総合診療科
初　　診 溝岡 溝岡 担当医 木村（直） 溝岡

午後診療（再診） 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡

小 児 科
8：30 ～11：00 初 再 診 辻・小野

中畠
森本・梶間
岡畠

辻・森本
岡畠

小野・梶間
中畠・岡畠

辻・森本
または

小野・梶間

14：00 ～15：00 午後診療
慢性疾患

腎・肝・喘息等
乳児検診
（要予約）

慢性疾患
腎・肝・喘息等

予防接種
（要予約）

外 　 科
（初診予約制）
※急患は除く

8：30 ～11：00 初 再 診 中光・香山
平野

中光・佐々木（秀）
新宅谷

中光・杉山
向田

香山・田﨑
海氣

佐々木（秀）・杉山
岡本

13：00 ～15：00 午後診療 ヘルニア外来
田﨑

乳 腺 外 科
8：30 ～11：00

初　　診 厚井・大原 大原

手術日

梶谷・大原 梶谷

再　　診 梶谷 厚井 大原

13：00 ～14：30 午後診療（再診のみ） 大原・梶谷 大原・厚井 大原・梶谷 大原・厚井

心臓血管外科 8：30 ～11：00 初 再 診 手 術 日 濱本・小林（平）
小澤・原田（拓） 手 術 日 濱本・小林（平）

小澤・原田（拓）

整 形 外 科
（初診完全予約制）

8：30 ～10：00 初　　診※ 藤本（吉）

手術日

山田
田中（信）・橋本
平松・福井
丸山

手術日

8：30 ～11：00 再　　診
田中（信）・橋本
平松・福井
丸山

藤本（吉） 山田

側弯症外来 側弯症外来

各科外来診察予定表 再診患者については原則予約制となっています。

※整形外科の初診は手術の都合により変更する場合があります。
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特に記載のない診療科は初診時に予約は必要ありません。 令和元年8月１日現在

診療科 診療時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

形 成 外 科 8：30 ～11：00 初 再 診 長谷川 長谷川

脳神経外科 8：30 ～11：00
（再診は11：30まで）

初 再 診 細貝 黒木 黒木 築家 細貝

再　　診 黒木 築家 築家 細貝 黒木

呼吸器外科 8：30 ～11：30 初 再 診 渡 渡 渡・熊田 手術日 熊田

産 婦 人 科
8：30 ～10：30 初　　診 綱掛 榎園 八幡 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診 高本（晴）
榎園・八幡

中西・高本（晴）
綱掛

中西・綱掛
榎園・吉川

中西・榎園
八幡

高本（晴）
綱掛・八幡

皮 膚 科

初診 8：30 ～11：00
（紹介状がある方

のみ対応） 初 再 診 梅田・天野
田中（友）・吉屋

梅田・天野
田中（友）

梅田・天野
田中（友）・吉屋

梅田・天野
田中（友）

梅田・天野
田中（友）・吉屋

再診 8：30 ～11：30

泌 尿 器 科 8：30 ～11：00
初 再 診 加藤・赤坂 小深田・上田 加藤・田坂 上田・田坂 小深田・赤坂

再　　診 小深田 加藤 赤坂 小深田 上田

眼     科
初診 8：30 ～10：00
（紹介状がある方

のみ対応）
初 再 診 二井・馬場 二井・馬場 二井・馬場 二井・馬場 二井・馬場

耳鼻咽喉科

初診　8：30 ～10：00
（紹介状ある方は
11：00まで）

初 再 診 有木 長 高本（宗） 有木 長

再診　8：30 ～11：30 再　　診 高本（宗）・長 高本（宗）・有木 長・有木 高本（宗）・長 高本（宗）・有木

午後診療
補聴器 

第２・４月曜
（要予約）

外来手術・検査 外来手術・検査

歯科口腔外科
（初診完全予約制）

8：30 ～11：00 初 再 診
手術日

原田（直）・大井 原田（直）・大井 原田（直）・大井 原田（直）・大井

14：00 ～16：00 午後診療 外来手術日 特殊外来

精神科  心療内科 病　棟　診　療　の　み

麻 酔 科 8：30 ～11：00
（再診は11：30まで）

初 再 診 中尾 中尾 河本 村上 石橋（優）

術前診察 麻酔科医師（固定された医師ではありません）

画像診断部
（初診完全予約制）

8：30 ～11：00 初 再 診 前田（章） 谷本 谷本 西原 岡﨑

放射線治療科
（初診完全予約制）

8：30 ～11：00 初　　診 伊東

治療診察
（再診は12：00まで） 再　　診 伊東 伊東 伊東

14：00 ～15：00
午後診療
（初診のみ） 伊東 伊東 伊東

私たちは人間愛に基づいた医療を実践し
地域社会に貢献します。

基本方針

JA広島総合病院基本理念 患者さんの権利

1 地域の医療機関と密接に連携した医療を提供します。

2 医療の安全性を高め安心できるチーム医療を提供します。

3 最新の知識と技術を習得し質の高い医療を提供します。

4 説明と同意に基づき人権を尊重した医療を提供します。

1 あなたは、個人的な背景の違いや病気の性質などにかかわ
らず、必要な医療を受けることができます。

2 あなたは、医療の内容、その危険性および回復の可能性に
ついて説明を受け、十分な納得と同意のうえで適切な医療
を受けることができます。

3 あなたは、今受けている医療の内容についてご自分の希望
を申し出ることができます。

4 あなたの医療上の個人情報は保護されます。

5 あなたに研究途上にある治療をおすすめする場合には、治
療の内容や従来の治療方法との違いなどについて、前もって
十分な説明をします。
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各診療科で受付時間が異なりますので、必ず「診療科のご案内」または「外来診察予定表」をごらんください。

〈受付時間〉 8:30～11:00 〈休 診 日〉 土・日・祝日

JA広島病院前駅
広島電鉄

●三菱自動車様 ●洋服の
青山様

自転車・バイク進入禁止

広電

至広島
国道2号線

至岩国

JR山陽本線

工事中にて
駐車できません

P

P

JA広島総合病院

第2駐車場
第3駐車場

出口出口 出口出口

出口出口
入口入口 入口入口

入口入口

西入口 正面玄関

➡

➡

➡

➡

➡➡

自転車・バイク駐輪場

外来診療
のご案内

バイク進入禁止

現在、病院向かいに約500台駐車が可能な立体駐車場を建設中です。工期は令和2年3月末までを予定してい
ます。工事期間中は第1駐車場が利用できませんので、病院第3駐車場（旧イオン駐車場）をご利用ください。ご
不便をおかけしますがご協力をお願いいたします。

病院向かいの立体駐車場建設についてお知らせ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

医療福祉支援センターからのお知らせ医療福祉支援センターからのお知らせ

第17回市民公開講座のご案内第17回市民公開講座のご案内

日時
はつかいち文化ホール
ウッドワンさくらぴあ　大ホール

令和元年12月8日日 
13時00分～16時00分
（開場12時00分） （定員1,000名）

テーマ はっちゃんと一緒に聴こう、大腸がんの話

演　者 ●廿日市市  福祉保健部  健康推進課
●とうげ外科胃腸科　副院長　藤解 邦生
●JA広島総合病院　食道・胃腸内科　主任部長　古土井 明
●JA広島総合病院　消化管外科　主任部長　香山 茂平
●JA広島総合病院　薬剤科　埋橋 賢吾（外来がん治療認定薬剤師）
●JA広島総合病院　看護科　主任　藤村 雅子（皮膚・排泄ケア看護認定看護師）

講演内容 大腸がん検診、大腸がんの診断、治療、ストーマ管理、生活、抗がん剤など

場所

お気軽にご参加ください
お気軽にご参加ください

入場無料／申込不要

先着600名様に記念品をプレゼント!
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