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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、
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診 療 科 紹 介

形成外科は幅広い年齢層に対する多くの疾患を
診療対象としています。副耳、頚嚢胞、多趾症など
の先天性疾患、糖尿病性皮膚潰瘍、虚血性皮膚潰
瘍などの難治性潰瘍、乳房再建、瘢痕拘縮、眼瞼下
垂、腋臭症など多くを手がけます。当院形成外科は
日本形成外科学会における教育関連施設に認定さ
れており、これら幅広い症例に対応しています。現
在は形成外科専門医一人しか在籍していませんが、
いつでも若手を育てられる環境を整えています。
当科は各科の垣根があまり高くなく、他科と常に
情報を交換しながら診療することができます。四肢
の虚血性病変の診療には血管外科とともにフットケ
ア回診し、一緒に傷の状態を確認することでベスト
のタイミングで患者さんに適切な治療を提供するこ

とができます。乳房再建予定の患者さんには事前
に乳腺外科医に切除範囲や術後の追加治療の有無
など詳細に確認し、患者さんの希望に添いつつ癌
の治療を妨げない再建方法を提供しています。そ
の他に、外科や泌尿器科で尿膜管を切除した方の
臍を再建したり、手術創が離開し難治化した潰瘍
の相談に乗ったりすることもあります。このように
当院の各科の距離感はよ
り良い医療を患者さんに
提供するにはとても良い
環境といえます。安心し
てお任せいただければ幸
いです。
形成外科　長谷川　美紗

眼　科

形成外科 DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY

DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

当院の眼科医師は、当院が21年目の二井と、赴任
1年半が過ぎ当院に慣れて全力投球中の馬場医師
の2名です。専門は、二井が緑内障（+白内障）、馬
場は眼科一般です。2019年度手術件数は529例
で、主な内訳は白内障354例、緑内障147例でした。
緑内障手術の内訳は、線維柱帯切開術、線維柱帯
切除術が主で、白内障手術との併用も多く行ってお
り、緑内障手術が年々増加傾向です。2016年から
合併症の少ない低侵襲緑内障手術（極小切開緑内
障手術）であるマイクロフック線維柱帯切開術眼内法
を積極的に行っており良好な結果が得られています。
この術式では入院期間も、おおむね1週間以内で、
早期の通常生活への復帰が可能です。手術が困
難な方には点眼に加えレーザー治療（選択的レー

ザー線維柱帯形成術）を積極的に行っています。白
内障手術は、極小切開白内障手術を行っています。
生涯にわたり不自由のない視機能を維持することを目
標に毎日の診療を行っています。

眼科　二井　宏紀

（左から）  ▶ 二井 宏紀 ▶ 馬場 太郎

麻酔科

宮地  くる実
みやち　くるみ

この度、麻酔科で勤務させて頂くことになりました。この春広島赤十
字・原爆病院での研修を終え広島大学麻酔科に所属させて頂いておりま
す。未熟者ですが誠心誠意努めて参りますのでよろしくお願い致します。

新採用
医師紹介
新採用
医師紹介

よろしく

お願いし
ます!

救急

芳野  由弥
よしの　ゆうや

広島大学病院より転勤してまいりました。研修医１年目に
当院でお世話になり戻ってきました。少しでも貢献できる
よう精進してまいりますのでよろしくお願いします。

川上　多聞
事業局長

令和 2 年 7月より事業局長に就任しました川上多聞と申します。広島総合病院は創立

より73 年を迎えましたが、この長い歴史において、職員・諸先輩はもとより、患者さん・

家族の方々、地域住民、地域の医療・福祉・行政の関係者、JA関係者など多くの皆

様に当院が支えられてきたことを考えますと、事業局長の任に当たり、たいへん身の引

き締まる思いがします。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

さて、今年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が流行し、世界中で緊急事態

宣言が発令されました。日本でも2020 年 4月7日に緊急事態宣言が発令され（のちに

解除）、医療はもちろん経済・教育・文化・スポーツ等において重大な影響を及ぼす事

態となっており、ワクチンや特効薬が無いなか、このような状況がいつ終息するかも予測

できません。

当院におきましては、広島県西部地区の医療（コロナおよび地域支援医療、救急医

療、がん医療等）を守り維持するという使命のもと、新型コロナウイルス感染者に対す

る適切な診断・治療を行うための準備と実践、そして院内の入院患者さんおよび職員か

ら絶対に感染者を出さないということを第一として取り組んでおります。そのため入院して

いる方への面会制限や入館管理強化などで多くの皆様にご迷惑をおかけし、大変申し訳

なく思っております。今後の状況によって面会制限の解除や再開などを繰り返すことにな

ると思われますので、皆様におかれましては、逐次ホームページ等をご覧いただき最新

の情報を確認いただきますようお願いいたします。

このような時期に地域で頼れる病院があることはとても大切だと思います。これまで

も、そしてこれからも当院が地域の皆様の期待に応え続けられる病院であるよう職員一同、

最善を尽くしますので何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

川上　多聞
事業局長

Tamon  Kawakami
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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

お知らせお知らせからのお知らせ栄養科

認知症看護認定看護師としてがんばっています！

～各地の郷土料理を病院食に～

認知症看護認定看護師　大峯　珠己

栄養科　森田　菜津美

栄養科では2016年度より、全国厚生連統一献立
の提供を始めました。これは各都道府県のおすすめ
郷土料理を、全国のJA病院で一斉にお出しする取り
組みです。
出身地の料理を懐かしく感じたり、名前も料理も
初めてで「こんな料理がこの地域では食べられてい
るのね」と驚いたりと、多くの患者さんに喜んでいた
だいております。
遠くに出かけることは難しい状況ですが、食事で旅

行気分を味わって頂けたらと思います。入院生活の中
で、少しでもお食事が楽しみの一つとなりますように。
〈すすめよう  地産地消〉
当院における地産地消の取り組みとして吉和産の
お米に加え、今年は佐伯中央農協さんより栗谷で採
れた男爵を頂き、ポテトサラダなどに使用しました。
今後も出来るだけ地域の食材を使い、安心で美味
しい給食を提供していきたいと思います。

JA広島総合病院は、年間の救急搬送が5,000台
以上ある急性期病院です。急性期病院への入院は、
急激におこる病気の症状への不安と急速な環境変化
で、感情が繊細な高齢者の方は混乱を起こす場合
があります。入院患者さんが、安全に治療をうけ、
安心できる入院生活が送れるように、私は、認知症
看護認定看護師として活動しています。
院内には「認知症ケアチーム」というさまざまな職
種が集まり、認知症のある患者さんの「その人らし
さ」「その人のもてる力」を最大限に活かすサポートを
検討するチームがあります。そのチームに所属し、
個別性のある専門的看護サービスの提案やその看護

実践が継続して提供できる支援を行っています。院
外では、認知症初期集中ケア支援チームに参加させ
ていただき、地域の現状を学ばせていただいており
ます。
認知症の方、その家族、支えている地域、すべて
の人々がそれぞれの力を発揮し「笑顔になる」活動を
目標にがんばっていきたいと思っ
ています。
地域の皆様、これからもよろしく
お願いします。

ひろげよう、全国厚生連の輪！ひろげよう、全国厚生連の輪！

おすすめ郷土料理おすすめ郷土料理

きりたんぽ（秋田） 桜おこわ（神奈川）

ガネ（鹿児島）チキン南蛮（宮崎）瓦そば（山口）五平餅（長野）味噌カツ（愛知）

栗谷で採れた男爵

新型コロナウイルスに対する当院の取り組み

中国武漢市で新型コロナウイルス感染症が発生し、その後は国内でも感染症例が報告される中、当院
では広島県西部保健所、佐伯地区医師会、廿日市市等と協力して広島県西部地域の感染対策に取り組ん
で来ました。現在は全国すべての都道府県において緊急事態宣言が解除となりましたが、緊急事態宣言
中から強化してきた以下の感染対策を継続し、院内感染の予防に努めています。

1．委員会、その他の開催
●定期的に「新型コロナウイルス感染対策委員会」を開催し、患者さんに安心して来院していただける環
境・体制作りに向けて取り組んでいます。

2．職員教育
●院内感染を予防するために、職員には私生活においても3密の回避や感染予防を意識した行動を取る
ように呼び掛けています。

3．飛沫感染の防止、ソーシャルディスタンス
●職員は毎日新しいマスクに取り替えて清潔なマスクを着用しています。また、職員以外の方にも入館時
にはマスクの着用をお願いしています。
●受付や窓口に透明なビニールシートを設置し、唾液の飛散を予防しています。また、職員はゴーグル
を着用し、眼の粘膜からの感染予防に努めています。
●外来待合の椅子は間隔を空けて座って頂き、会計等も距離を保って並んで頂きます。

4．消毒の強化
●玄関やエレベーター前、外来窓口や病室の入口など、多くの場所に手指消毒用のアルコールを設置してい
ます。また、看護師はいつでも使える様に携帯しています。
●病室だけでなく、化粧室やエレベーターのボタンなど、人が良く触れる箇所をアルコールや次亜塩素
酸ナトリウム液で定期的に消毒しています。

5．患者さんの健康状態確認
●来院された際に、アンケート（問診）の記入や体温確認に協力していただき、感染を疑う症状があれ
ば、いつもの外来から離れた特設外来で診察を行います。

6．面会の制限
●入院患者さんへの感染予防を目的に、面会は原則禁止しています。ご迷惑をお掛けしますが、引き続
きご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。

院内感染防止対策室

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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初めてで「こんな料理がこの地域では食べられてい
るのね」と驚いたりと、多くの患者さんに喜んでいた
だいております。
遠くに出かけることは難しい状況ですが、食事で旅

行気分を味わって頂けたらと思います。入院生活の中
で、少しでもお食事が楽しみの一つとなりますように。
〈すすめよう  地産地消〉
当院における地産地消の取り組みとして吉和産の

お米に加え、今年は佐伯中央農協さんより栗谷で採
れた男爵を頂き、ポテトサラダなどに使用しました。
今後も出来るだけ地域の食材を使い、安心で美味

しい給食を提供していきたいと思います。

JA広島総合病院は、年間の救急搬送が5,000台
以上ある急性期病院です。急性期病院への入院は、
急激におこる病気の症状への不安と急速な環境変化
で、感情が繊細な高齢者の方は混乱を起こす場合
があります。入院患者さんが、安全に治療をうけ、
安心できる入院生活が送れるように、私は、認知症
看護認定看護師として活動しています。
院内には「認知症ケアチーム」というさまざまな職
種が集まり、認知症のある患者さんの「その人らし
さ」「その人のもてる力」を最大限に活かすサポートを
検討するチームがあります。そのチームに所属し、
個別性のある専門的看護サービスの提案やその看護

実践が継続して提供できる支援を行っています。院
外では、認知症初期集中ケア支援チームに参加させ
ていただき、地域の現状を学ばせていただいており
ます。
認知症の方、その家族、支えている地域、すべて

の人々がそれぞれの力を発揮し「笑顔になる」活動を
目標にがんばっていきたいと思っ
ています。
地域の皆様、これからもよろしく

お願いします。

ひろげよう、全国厚生連の輪！ひろげよう、全国厚生連の輪！

おすすめ郷土料理おすすめ郷土料理

きりたんぽ（秋田） 桜おこわ（神奈川）

ガネ（鹿児島）チキン南蛮（宮崎）瓦そば（山口）五平餅（長野）味噌カツ（愛知）

栗谷で採れた男爵

新型コロナウイルスに対する当院の取り組み

中国武漢市で新型コロナウイルス感染症が発生し、その後は国内でも感染症例が報告される中、当院
では広島県西部保健所、佐伯地区医師会、廿日市市等と協力して広島県西部地域の感染対策に取り組ん
で来ました。現在は全国すべての都道府県において緊急事態宣言が解除となりましたが、緊急事態宣言
中から強化してきた以下の感染対策を継続し、院内感染の予防に努めています。

1．委員会、その他の開催
●定期的に「新型コロナウイルス感染対策委員会」を開催し、患者さんに安心して来院していただける環
境・体制作りに向けて取り組んでいます。

2．職員教育
●院内感染を予防するために、職員には私生活においても3密の回避や感染予防を意識した行動を取る
ように呼び掛けています。

3．飛沫感染の防止、ソーシャルディスタンス
●職員は毎日新しいマスクに取り替えて清潔なマスクを着用しています。また、職員以外の方にも入館時
にはマスクの着用をお願いしています。
●受付や窓口に透明なビニールシートを設置し、唾液の飛散を予防しています。また、職員はゴーグル
を着用し、眼の粘膜からの感染予防に努めています。

●外来待合の椅子は間隔を空けて座って頂き、会計等も距離を保って並んで頂きます。

4．消毒の強化
●玄関やエレベーター前、外来窓口や病室の入口など、多くの場所に手指消毒用のアルコールを設置してい
ます。また、看護師はいつでも使える様に携帯しています。
●病室だけでなく、化粧室やエレベーターのボタンなど、人が良く触れる箇所をアルコールや次亜塩素
酸ナトリウム液で定期的に消毒しています。

5．患者さんの健康状態確認
●来院された際に、アンケート（問診）の記入や体温確認に協力していただき、感染を疑う症状があれ
ば、いつもの外来から離れた特設外来で診察を行います。

6．面会の制限
●入院患者さんへの感染予防を目的に、面会は原則禁止しています。ご迷惑をお掛けしますが、引き続
きご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。

院内感染防止対策室

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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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2年10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（美） 長谷川（美）

脳神経外科 8：30 ～11：00
（再診は11：30まで）

初 再 診 竹石（雄） 黒木 黒木 築家 築家

再　　診 黒木 築家 築家 竹石（雄） 黒木

呼吸器外科 8：30 ～11：00 初 再 診 渡・伊崎 渡・伊崎 渡・三隅 手術日 三隅

産 婦 人 科
8：30 ～10：30 初　　診 三浦 竹石（直） 佐々木（美）・吉川 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診 高本（晴）・佐々木（美）
竹石（直）

中西・高本（晴）
三浦

中西・三浦
竹石（直）

中西・佐々木（美）
竹石（直）

高本（晴）
佐々木（美）・三浦

皮 膚 科
（初診予約制）

初診 8：30 ～11：00
（紹介状がある方

のみ対応）
初 　 診 梅田

手術日
（手術室）

天野 梅田 田中

再診 8：30 ～11：00 再　　診 天野・田中・吉屋 梅田・田中・吉屋 天野・田中 梅田・天野・吉屋

午後診療 外来手術検査 外来手術検査

泌 尿 器 科 8：30 ～11：00
初 再 診 加藤・藤井（照） 小深田・上田 加藤・田坂 上田・田坂 小深田・藤井（照）

再　　診 小深田 加藤 藤井（照） 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
（予約制）

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 島末・大井 島末・大井 手術日 島末・原田・大井

14：00 ～16：00 午後診療 島末・原田・大井 外来手術日 島末・原田・大井 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 麻酔科医師 中尾 河本 村上（俊） 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（智） 岡崎（肇） 東堀 廣延 岸田

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8：30 ～12：00 再　　診 伊東 伊東 伊東

14：00 ～15：00
（火・水・金）

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。

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 長谷川（博） 大月 近藤 中村
再　　診 中村 中村・長谷川（博） 近藤・大月 大月・長谷川（博） 近藤

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・吉富 渡邉 荘川・藤原

再　　診 辻山・前田（幸）
渡邉 藤原・吉富 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） 山村 荒川 下田
再　　診 山村 下田 荒川 藤井（賢） 荒川（午後診療）

午後診療
13：00 ～16：00

CAPD 外来
荒川・下田
藤井（賢）・山村

CAPD 外来
荒川・下田
藤井（賢）・山村

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 藤本（佳）・趙 進藤・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 野中・趙 相坂・藤本（佳）

山下 趙 藤本（佳）・進藤
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
（予約制）

神 経 内 科
（初診完全予約制）

午後診療 広大内科医師
（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 担当医 小林（知） 溝岡

午後診療（再診） 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡

緩和ケア科
（完全予約制）

初 再 診
8：30 ～11：00

田﨑・大月 田﨑
午後診療

13：30 ～15：00

小 児 科
8：30 ～11：00 初 再 診 辻・小野（大）

中畠
森本・二神
岡畠

辻・森本
岡畠

小野（大）・二神
中畠・岡畠

辻・森本
または

小野（大）・二神

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
峠越

中光・佐々木（秀）
山口・清戸

中光・杉山
土井

香山・田﨑
岡本

佐々木（秀）・杉山
柴田

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 佐々田 大原
手術日

佐々田 梶谷
再　　診 梶谷 梶谷 大原

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

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

血管エコー外来
小林（平）

（予約再診のみ）
手 術 日 濱本・小林（平）

岡崎（孝）

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 橋本・水野・宇治郷
村上（欣）・小野（翔）

手術日
8：30 ～11：00 再　　診 橋本・水野・山田・宇治郷

村上（欣）・小野（翔） 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2年10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（美） 長谷川（美）

脳神経外科 8：30 ～11：00
（再診は11：30まで）

初 再 診 竹石（雄） 黒木 黒木 築家 築家

再　　診 黒木 築家 築家 竹石（雄） 黒木

呼吸器外科 8：30 ～11：00 初 再 診 渡・伊崎 渡・伊崎 渡・三隅 手術日 三隅

産 婦 人 科
8：30 ～10：30 初　　診 三浦 竹石（直） 佐々木（美）・吉川 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診 高本（晴）・佐々木（美）
竹石（直）

中西・高本（晴）
三浦

中西・三浦
竹石（直）

中西・佐々木（美）
竹石（直）

高本（晴）
佐々木（美）・三浦

皮 膚 科
（初診予約制）

初診 8：30 ～11：00
（紹介状がある方

のみ対応）
初 　 診 梅田

手術日
（手術室）

天野 梅田 田中

再診 8：30 ～11：00 再　　診 天野・田中・吉屋 梅田・田中・吉屋 天野・田中 梅田・天野・吉屋

午後診療 外来手術検査 外来手術検査

泌 尿 器 科 8：30 ～11：00
初 再 診 加藤・藤井（照） 小深田・上田 加藤・田坂 上田・田坂 小深田・藤井（照）

再　　診 小深田 加藤 藤井（照） 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
（予約制）

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 島末・大井 島末・大井 手術日 島末・原田・大井

14：00 ～16：00 午後診療 島末・原田・大井 外来手術日 島末・原田・大井 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 麻酔科医師 中尾 河本 村上（俊） 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（智） 岡崎（肇） 東堀 廣延 岸田

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8：30 ～12：00 再　　診 伊東 伊東 伊東

14：00 ～15：00
（火・水・金）

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。

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 長谷川（博） 大月 近藤 中村
再　　診 中村 中村・長谷川（博） 近藤・大月 大月・長谷川（博） 近藤

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・吉富 渡邉 荘川・藤原

再　　診 辻山・前田（幸）
渡邉 藤原・吉富 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） 山村 荒川 下田
再　　診 山村 下田 荒川 藤井（賢） 荒川（午後診療）

午後診療
13：00 ～16：00

CAPD 外来
荒川・下田
藤井（賢）・山村

CAPD 外来
荒川・下田
藤井（賢）・山村

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 藤本（佳）・趙 進藤・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 野中・趙 相坂・藤本（佳）

山下 趙 藤本（佳）・進藤
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
（予約制）

神 経 内 科
（初診完全予約制）

午後診療 広大内科医師
（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 担当医 小林（知） 溝岡

午後診療（再診） 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡

緩和ケア科
（完全予約制）

初 再 診
8：30 ～11：00

田﨑・大月 田﨑
午後診療

13：30 ～15：00

小 児 科
8：30 ～11：00 初 再 診 辻・小野（大）

中畠
森本・二神
岡畠

辻・森本
岡畠

小野（大）・二神
中畠・岡畠

辻・森本
または

小野（大）・二神

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
峠越

中光・佐々木（秀）
山口・清戸

中光・杉山
土井

香山・田﨑
岡本

佐々木（秀）・杉山
柴田

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 佐々田 大原
手術日

佐々田 梶谷
再　　診 梶谷 梶谷 大原

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

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

血管エコー外来
小林（平）

（予約再診のみ）
手 術 日 濱本・小林（平）

岡崎（孝）

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 橋本・水野・宇治郷
村上（欣）・小野（翔）

手術日
8：30 ～11：00 再　　診 橋本・水野・山田・宇治郷

村上（欣）・小野（翔） 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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立体駐車場・国道から病院正面玄関を利用される皆様へ立体駐車場・国道から病院正面玄関を利用される皆様へ立体駐車場・国道から病院正面玄関を利用される皆様へ
令和2年9月15日から令和3年3月末（予定）まで歩道橋整備工事を実施するため、病院
正面玄関への通路（歩行者、自転車）が変更となります。
大変ご不便をおかけしますが、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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