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当院は、専門的な医療・検査・入院治療について、みなさまの

地元医療機関や診療所（開業医）いわゆる「かかりつけ医」に提供す

ることを目的とした「地域医療支援病院」の認定を受けております。

そして、日頃の健康管理・初期治療などを担う「かかりつけ医」と当院で機能・

役割を分担しております。

この連携を円滑に進めるために、当院にお越しになる前に、まずは「かかりつ

け医」に相談して、紹介状を作成してもらってください。

もしも、「かかりつけ医」など他の医療機関からの紹介状なしに、当院を受診

された場合、初診時に『選定療養費  医科：5,400円  歯科：3,240円〔税込〕』

をお支払い頂く事が制度化されておりますので、予めご了承下さい。

まずは「かかりつけ医」を受診するようにお願いします。

医療福祉支援センターからのお知らせ

かかりつけ医を持ちましょう

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

契約者専用P

P

P

P

JA広島総合病院

第2駐車場
第3駐車場

第1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

➡

➡

➡

➡

➡➡

出口出口

入口入口
➡

➡

自転車・バイク駐輪場

外来診療
のご案内

「かかりつけ医」を
持つと安心だね

バイク進入禁止

廿日市市（地御前）廿日市市（地御前）廿日市市（地御前）廿日市市（地御前）
photo by 羽多野 惠雄photo by 羽多野 惠雄photo by 羽多野 惠雄photo by 羽多野 惠雄

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、
『５，４００円（歯科：３，２４０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。
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JA広島総合病院では年間5,600例を超える手術
があり、そのうち2017年度は3,968例を麻酔科で管理
担当しています。年齢は小児から100歳を超えるご高
齢の方まで幅広いです。
人員：５名のフルタイム勤務の専門医、子育て中の
医師（週３日勤務）２名、後期研修医１名、産休中１
名の体制です。初期研修医は２名、歯科医師の医科
麻酔研修１名で、不定期で救急救命士の病院研修、
広島大学医学部のStudent Doctorなどの指導も行っ
ています。
術前診察：原則として入院前に、麻酔科外来でプ
ライバシーにも配慮した中で診察、麻酔の計画立案
と説明を行っています。
ペインクリニック：（平日午前中）広島県西部には
当院以外にペインクリニック外来がないため、広島市
西部から山口県東部までかなり広い地域から来院さ
れています。ペインクリニックというと何でも注射と思
われている患者さんも多いかもしれませんが、内服

薬、生活指導など痛みの改善に総合的な対応をして
います。帯状疱疹後神経痛（帯状疱疹で痛みが持続
している患者さん）（新鮮な帯状疱疹は当院皮膚科
が担当しています）、三叉神経痛、本来多いはずの
腰痛は他院整形外科でコントロールに難渋された
方 な々どを診させてもらっています。
JA広島総合病院のホームページもごらんください。

麻酔科　中尾　正和

糖尿病・代謝内科 DEPARTMENT OF DIABETES AND
METABOLIC DISEASE

麻酔科 DEPARTMENT OF  ANESTHESIOLOGY

2017年の厚生労働省国民栄養調査によると我が
国の糖尿病患者数は1,000万人を超えたとされてお
り、医療政策上「国民病としての糖尿病」の予防・早
期治療は喫緊の課題とされています。
JA広島総合病院は、糖尿病診療・臨床研究に熱
心に取り組む病院として古くから広島県のみならず
全国からも認知されています。2013年２月には県下
初の糖尿病センターを開設し、糖尿病診療体制のさ
らなる充実を図っています。現在、医師４名と糖尿病
療養指導士20名（県下最多）により、広島県内の急
性期病院では最多となる常時2,500名以上の糖尿病
患者さんの治療・療養を支援しております。また、手
術が必要な糖尿病患者さんの手術前後の血糖管理
も当科が担当し、安心して手術を受けていただける
体制を整えています。

当科のモットーは「広島県トップの糖尿病診療実
績の維持・向上」であり、常にパイオニア的存在であ
り続けるようこれからも頑張ってまいります。

糖尿病・代謝内科　石田　和史

▶医師 古賀 知道 ▶医師 中尾 正和 ▶医師 清水 美羽 ▶医師 洪 早耶佳
（病院長代行）

（副院長）

（左から）

▶医師 由田 彩佳 ▶医師 三玉 康幸 ▶医師 石田 和史 ▶医師 濵岡 彩（左から）

▶救急救命士 古城門 ▶医師 小川 雄也 ▶医師 佐藤 浩毅

診 療 科 紹 介

病院長  藤本 吉範
Yoshinori Fujimoto

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

本年もJA広島総合病院をよろしくお願いいたします。

毎年恒例として開催させていただいています市民公開講座やオープンホスピタルへ昨年もたく

さんの住民の方々の参加をいただきました。オープンホスピタルでは、病院ロビーに溢れんばかり

にご来場いただき、PL広島第一MBAによるバトントワーリング、毎年大盛況の地御前地区自主

防災会の皆様にお願いしています餅つきの実演のおかげもあり、お越しいただいた方々に楽し

んでいただきました。心から地域の方へ支えられている病院と実感し、深く感謝いたします。

さらに、６月に行いました市民公開講座は、廿日市市および佐伯地区医師会の共催にて開催

いたしました。この度は「もっと知らんと胃けんよ、胃がんの話。」をテーマに廿日市市の実施する

胃がん検診のお話、佐伯地区医師会理事 たに内科クリニックの谷先生から胃カメラのお話、また、

当院の古土井医師（食道･胃腸科内科主任部長）、杉山医師（消化管外科主任部長）の内視鏡

治療や外科治療に関するお話等、検診から治療までの一連の流れを順を追ってお聞きいただき

ました。地域の方々の病気は、当院と地域の医療機関、行政とが連携して守っていかなければと

いうことです。今年は市民公開講座を12月に予定しておりますので、たくさんの方に興味をもって

お越しいただけるよう、廿日市市と佐伯地区医師会と一緒に工夫したいと考えています。

今年はＪＡ広島総合病院の将来構想（廿日市メディカルタウン）の実現に向けた１歩を踏み

出す年になります。まずは、４月頃から病院向かい、現在は平面駐車場の場所に立体駐車場と

商業施設の建設を行います。地元の希望にそってスーパーマーケットの誘致を行う予定としてお

ります。その後は、旧イオン建物や病院第３駐車場の解体を経て、病院新棟等の建設へと進み、

2022年度の新棟竣工を目指しています。この廿日市メディカルタウンが多くの人に親しまれる場所

になればと思っています。

最後になりましたが、今年は平成から新たな元号へと変わる年となります。病院にとっても

皆様方にとっても、新しい時代の幕開けにふさわしい充実した１年となりますことを祈念し、新年

の挨拶とさせていただきます。

・・・
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INFORMATION

産婦人科

日比野  佑美 ひびの  ゆみ

この度、広島大学病院から転勤してまいりました。平成27年広島大学卒業です。
知識・技術はもちろんですが、患者さんの心に寄り添える医師を目指し、日々
精進してまいります。よろしくお願いいたします。

第9回 ふれあいポスター展 結果発表
11月23日（金・祝）より１階ロビーにて第 9回ふれあいポスター展を開催しました。この企画は、患

者さんや地域の方に当院がどのような医療を行っているか分かりやすく理解していただくことを目的に
開催しており、今年は40 作品が出展されました。
今年度も各部門より趣向をこらした作品が多く、華やかな展示となりました。ポスター展に関するク

イズラリーでは、今年も多くの方に参加していただきました。
住民投票並びに委員会委員による採点の結果、以下の作品が最優秀賞、優秀賞を受賞しました。最

優秀賞作品につきましては、正面玄関右側に掲示しておりますので、ぜひごらんください。
教育研修課　桑原　麻衣

皆さん「特定行為看護師」って聞かれたことがあ
りますか？呼び名は病院によって多少違いはありま
すが、「特定行為研修」を修了し「特定行為」が行え
る看護師のことを指します。
なぜ、今このような制度を設けたのでしょうか。

皆様もご存知の通り2025 年（団塊の世代の約 800
万人が 75歳以上となる）以降は、国民の医療や介
護の需要が、さらに増加することが見込まれます。
さらなる在宅医療などの推進を図っていくために
は、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書
により一定の診療の補助を行う看護師を養成する
必要があるとし、「特定行為に係る看護師の研修制
度」が創設されました。例えば脱水や栄養不足のと
きの点滴を、医師の指示を待たずに手順書により看
護師の判断で行う事ができます。私は糖尿病ケア
の特定行為研修を修了しているため、インスリン注射
をされている方の注射量の調整を行う事ができます。
今後このような特定行為研修を修了した看護師

が病院や地域で活動し、病気を抱えた方が地域で
生活できるよう、そして病院で治療後、患者さんが
できるだけ早く地域で継続して生活を送れるように
支援します。

栄養科最優秀賞

食べたら歩こうマップ
～その一口でどこまで行ける？～

小児科

花粉症と食物アレルギーの
意外な関係

医局部門
優秀賞

薬剤部

知って備えよう！
もしも廿日市市に災害が起きたら！？
～考えてみよう災害時のおくすりのこと～

コメディカル部門
優秀賞

東３階病棟

心不全を繰り返さないために
家庭で出来ること

看護・住民投票部門
優秀賞

糖尿病チーム

糖尿病教室
しっかり学んで健康寿命を

めざそう！

チーム活動部門
優秀賞

新採用医師紹介よろしく

お願いし
ます!

癒す

救う

護る

お知らせお知らせからのお知らせ看護科 インフォメーション
院内の話題・お知らせを紹介します

特定行為研修を修了した看護師がいます
JA広島総合病院には、

糖尿病看護認定看護師
特定行為研修修了看護師
糖尿病センター科長

中元　美恵

特定行為の実施の流れ
脱水を繰り返すAさんの場合

特定行為研修前は

タイムリーに点滴を行えます
特定行為研修後は

医 師

Aさんを診察
後に脱水症状
があれば連絡
するよう看護
師に指示

看護師

Aさんを観
察して脱水
の可能性を
疑う

看護師

医師にAさ
んの状態を
報告

医 師

医師から看
護師に点滴
をするよう
指示

看護師

点滴を実施

医 師

医師は看護師に、Aさ
んを診察後、手順書に
より脱水症状があれば
点滴してください。

看護師

特定行為を
実施

看護師

医師に結果
を報告

Aさんを観察し、脱水の可能性を疑う
手順書に示された病状の範囲内
手順書によりタイムリーに点滴を実施

医師に結果を報告

厚生労働省特定看護師に係る看護師の研修制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
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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） 鳥井

再　　診 鳥井 鳥井・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 辻山・石橋（直） 渡邉 荘川・藤原

再　　診 辻山・前田
渡邉 藤原・石橋（直） 荘川 前田・荘川

赤澤 辻山・渡邉

午後診療
13：00 ～17：00 藤井

腎 臓 内 科

初　　診 板倉 新開 荒川 清水

再　　診 新開 清水 荒川 板倉 荒川（午後診療）

午後診療
13：00 ～16：00

CAPD 外来
荒川・清水
板倉・新開

CAPD 外来
荒川・清水
板倉・新開

糖尿病代謝内科

初　　診 石田 三玉 濵岡 由田

再　　診 三玉・濵岡 石田・三玉
由田 石田・濵岡 石田・由田 三玉・濵岡

午後診療
13：30 ～15：30

石田
（予約再診のみ）

三玉
（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） 隅岡・兵庫 徳毛・石橋（一） 古土井・野中 相坂・村田

再　　診 徳毛・兵庫
古土井 小松・野中 相坂・藤本（佳）

村田 小松 藤本（佳）・隅岡
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）

都甲
第２・４水曜

（13：30 ～17：00）

総合診療科
初　　診 総合診療科医師 溝岡 長澤 総合診療科医師 溝岡

午後診療（再診） 長澤 溝岡 長澤 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

今村・佐々木（秀）
新宅谷

中光・杉山
新原

香山・田﨑
海氣

杉山・佐々木（秀）
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 大原・木村 大原・木村 大原 板垣・木村 板垣

再　　診 板垣 大原 大原

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

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

小澤・白川

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。 平成31年2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 碓井※ 黒木 黒木 品川 碓井※

再　　診 黒木 品川 品川 碓井※ 黒木

※2月4日～3月31日の間の医師です。

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

産 婦 人 科

8：30 ～10：30 初　　診 日比野 小西 佐々木（美） 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診
高本（晴）
佐々木（美）
小西

中西・高本（晴）
日比野

中西・小西
日比野・吉川

中西・佐々木（美）
小西

高本（晴）
佐々木（美）
日比野

皮 膚 科

初診 8：30 ～11：00
（紹介状がある方

のみ対応） 初 再 診 北野・吉賀
坂本・吉屋

北野・吉賀
坂本

北野・吉賀
坂本・吉屋

北野・吉賀
坂本

北野・吉賀
坂本・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・増本 加藤・田坂 増本・田坂 小深田・赤坂

再　　診 小深田 加藤 赤坂 小深田 増本

眼     科 8：30 ～11：00 初 再 診 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡

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 高本（宗） 長 高本（宗） 弓井 長

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

13：00 ～16：00 
午後診療

（第２・４月曜）
補聴器 

（要予約）

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・大井 原田・大井 原田・大井 原田・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・河本 中尾 古賀 村上 古賀

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 石崎 近藤（翔） 近藤（翔） 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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当院は、専門的な医療・検査・入院治療について、みなさまの

地元医療機関や診療所（開業医）いわゆる「かかりつけ医」に提供す

ることを目的とした「地域医療支援病院」の認定を受けております。

そして、日頃の健康管理・初期治療などを担う「かかりつけ医」と当院で機能・

役割を分担しております。

この連携を円滑に進めるために、当院にお越しになる前に、まずは「かかりつ

け医」に相談して、紹介状を作成してもらってください。

もしも、「かかりつけ医」など他の医療機関からの紹介状なしに、当院を受診

された場合、初診時に『選定療養費  医科：5,400円  歯科：3,240円〔税込〕』

をお支払い頂く事が制度化されておりますので、予めご了承下さい。

まずは「かかりつけ医」を受診するようにお願いします。

医療福祉支援センターからのお知らせ

かかりつけ医を持ちましょう

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
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青山様
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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、
『５，４００円（歯科：３，２４０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。
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