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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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松原　昭郎
病院長

令和2年4月1日から、藤本吉範病院長の後任として広島総合病院病院長を拝命しました。

私は、昭和 60 年に広島大学医学部を卒業し、県内の病院で診療の研鑽を積んだ後、

平成 2年から30 年間　広島大学で泌尿器科学の研究、診療に携わるとともに、平成

20 年からは泌尿器科教授として後進の育成に力を注いで参りました。このたび歴史ある

JA広島総合病院で地域の皆様の健康を守る仕事ができますこと大変光栄に存じます。

診療の専門は泌尿器（腎、膀胱、前立腺など尿を作り体外に排泄するための器官）が

んの診断と治療、痛みや出血が少なく身体に優しい手術の開発・導入です。例えば最近

では、この3月まで広島大学病院で手術ロボットを使った新しい前立腺がん手術の開発

に取り組んでいました。手術ロボットとは、執刀医の手先の動きを4本のアームを介して

忠実に再現する装置のことです。カメラ、メス、鉗子（ものをつかむ器具）をアームに取

り付け、お腹に開けた直径数mmの穴から体内に入れて執刀医が離れた場所から操作

します。私は、2010 年に中国四国地方で初めて前立腺がんのロボット手術を行って以

降、これまで 920 例のロボット手術を担当し（2014 年～2015 年の執刀数全国ランキング

4位）、全国 52 施設の医師 74名、コ・メディカル 27名に技術指導を行ってきました。

当院で、この豊富な経験と実績を活かすことが出来ればと思っています。

座右の銘は和顔愛語と塞翁が馬、息抜きは里山のトレッキング（世界遺産宮島の弥山

は海外からの旅行者と山道で挨拶できるのが良いですね）とサイクリング、そしてお酒…

です。

今後、新たな座右の銘としてJA広島厚生連の理念「やさしさと思いやりを持って接

し、真心のこもった奉仕に努める」を加え、良質な医療の提供はもちろん、地域の皆

様に「受診して良かった」と思って頂けるよう一層の工夫・改善を積み上げて行きたい

と思っています。これまで以上に当院へのご支援、ご鞭撻、ご協力をお願い申し上げ

ます。

Akio  Matsubara
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診 療 科 紹 介

当院の呼吸器内科は、現在近藤、大月、中村、長谷
川の4人のスタッフで構成されています。呼吸器内科
の扱う疾患は、肺癌、感染症、アレルギ－、免疫、慢性
閉塞性肺疾患と多岐にわたり、またICUでの人工呼
吸器呼吸管理など急性期対応も多い分野です。よっ
て幅広く実践的な臨床能力が求められ、日々の診療
を通じて研鑽を積んでいます。臨床面ではすべての
呼吸器疾患に対して対処でき得るように心がけてお
り、最近抗がん剤の進歩が目覚ましい肺癌を中心に、
呼吸器感染症、間質性肺炎、COPD（慢性閉塞性肺
疾患）、ARDS（急性呼吸窮迫症候群）等の集学的な
診断治療に力を注いでいます。呼吸器内科では、患
者さんのご要望に可能な限りお応えしながら、生活の

QOL（質）を重視し、あわせてエビデンス（科学的根
拠）に基づいた最新の治療を提供することを目標とし
ています。

呼吸器内科　近藤　丈博

心臓血管外科 DEPARTMENT OF
CARDIOVASCULAR SURGERY

呼吸器内科 DEPARTMENT OF RESPIRATORY MEDICINE

心臓血管外科は、心臓疾患、大動脈疾患、末梢血
管疾患に対して外科手術あるいはカテーテル治療を
行う診療科です。現在、当科で重点をおいている治療
と担当医師を御紹介致します。
重症下肢虚血（担当：小林平、岡崎孝宜）：足趾の皮

膚潰瘍や壊死を伴った重症下肢血流障害に対して、
血流改善効果の高い血行再建手術、低侵襲なカテー
テル治療、運動療法や栄養および服薬指導を中心と
した包括的リハビリテーションを行って、下肢および生
命の予後改善を図っています。
複合弁膜症（担当：濱本正樹）：高齢者に合併しや

すい複合弁膜症に対して、“二度と心不全を発症しな
い”ことを目標に自己弁温存を目指した心臓手術を行っ
ています。また弁膜症に合併する心房細動（不整脈）
に対して、脳梗塞予防のための左心耳閉鎖術を行っ
ています。

当科では、生命にとって重要な心臓と血管を対象と
しているため、疾患と治療方法について患者様本人
はもちろんのこと御家族の方にも十分に理解して頂い
た上で、安全で早期回復が望める治療を行いたいと
考えております。

心臓血管外科　濱本　正樹

（左から）  ▶ 医師  岡崎 孝宣 ▶ 濱本 正樹 ▶ 小林 平

（左から）  ▶ 医師  大月 鷹彦 ▶ 近藤 丈博 ▶ 長谷川 博司 ▶ 中村 貴志
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呼吸器内科

中村　貴志
なかむら　たかし

広島市民病院から転勤してまいりました。腫瘍だけでなく
感染症や喘息など幅広く呼吸器疾患の診療をしてまいりま
す。地元である広島県西部の地域医療に貢献できるように
頑張りたいと思いますのでよろしくお願い致します。

この度、循環器内科の一員として勤務させていただくこと
になりました。広島市民病院で初期研修の後、去年は広島
大学病院で後期研修をさせていただきました。全力で日々
精進して参りますので、どうぞよろしくお願いします。

よしとみ　ゆうき

吉富　勇輝

循環器内科

この度、広島大学病院から転勤してまいりました。
廿日市を中心とした広島県西部の地域医療に少しで
も貢献できるように日々精進してまいりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

やまむら　こうへい

山村　恒平

腎臓内科

舟入市民病院から転勤してまいりました。4月から
小児科で勤務させていただくことになりました。広
島県西部の地域医療に貢献できるよう頑張りたいと
思いますのでよろしくお願いします。

ふたがみ　りょうじ

二神　良治

小児科

この春、広島大学病院での研修を終え、呼吸器内科
に勤務させて頂くことになりました。出身地でもあ
る廿日市の医療に少しでも貢献できるように頑張り
たいと思います。よろしくお願い致します。

はせがわ　ひろし

長谷川　博司

呼吸器内科

大学院での研究を終え、この度腎臓内科に勤務させていただ
くことになりました。大学院入学前に2年間、JA広島総合病
院に勤務させていただいており、また広島西部の地域医療に
貢献すべく精進して参りますのでよろしくお願い致します。

しもだ　ひろのり

下田　大紀

腎臓内科

消化器内科の中でも特に消化管疾患が専門です。内視鏡的粘
膜下層剥離術（ESD）は2007年から取り組んでおり、特に
力を入れてやってまいりました。一括切除、粘膜剥離の質、安
全性にこだわって治療を行います。よろしくお願いします。

ちょう　そんで

趙　成大

消化器内科

7年ぶりに当院へ戻って診療しつつ、また学ばせて
いただきます。大腸外科を中心に、消化器救急疾患
にもどんどん関わっていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。

たおごし　ひろゆき

垰越　宏幸

外科

新採用医師紹介
I N T R O D U C E
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この度、外科へ赴任してまいりました。当院は6年
ぶり2度目の勤務になります。広島県西部の地域の
皆様のニーズに答えられるよう、努力してまいりま
す。よろしくお願い致します。

やまぐち　たくろう

山口　拓朗

外科

今年度より外科で勤務させて頂くことになりました。今まで
は広島県内の僻地・診療所にて地域医療をしてきました。こ
れからは違う分野での仕事となりますが、一人一人の患者様
に寄り添う外科医になれるよう、日々精進して参ります。

きよと　しょう

清戸　翔

外科

広島記念病院から赴任して参りました。消化器外科
全般の診療を行っております。皆様のお力になれる
様、日々邁進して参ります。どうぞ宜しくお願い致
します。

どい　ひろふみ

土井　寛文

外科

この度、県立広島病院での研修を終え、外科・呼吸
器外科で勤務させて頂くことになりました。患者様
一人一人に寄り添った診療を心がけて日々精進致し
ますので、どうぞよろしくお願い致します。

いしだ　まさゆき

石田　聖幸

外科

広島県西部の乳がんと戦うためにやってまいりまし
た。よろしくお願いします。

ささだ　たつなり

佐々田　達成

乳腺外科

東広島医療センターから転勤してまいりました。平
成17年、広島大学卒業です。脊椎脊髄外科を専門
としております。精進してまいりますのでよろしく
お願い申し上げます。

うじごう　さとし

宇治郷　諭

整形外科

埼玉医科大学総合医療センターから転勤してまいり
ました。整形外科の後期研修として、多くのことを学
び、日々の診療に活かすことができるよう邁進して参
りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

おの　しょういちろう

小野　翔一郎

整形外科

安佐市民病院での初期研修期間を終え、整形外科で
勤務させて頂くことになりました。広島県西部の医
療に少しでも貢献できるよう精一杯努力して参りま
す。どうかよろしくお願い致します。

むらかみ　やすし

村上　欣

整形外科

県立広島病院から転勤してまいりました。当院の脳神経外科
の一人当たりの手術件数はとても多いと伺っています。大変
忙しくなるとは思いますが、その分やりがいも大きなものに
なると考えておりますので、よろしくお願い致します。

たけいし　ゆうすけ

竹石　雄介

脳神経外科

この度、呼吸器外科にて勤務することになりまし
た。これまでに広島大学で得た経験をもとに呼吸器
グループを盛り上げるべく切磋琢磨していく所存で
すのでよろしくおねがい致します。

みすみ　けいぞう

三隅　啓三

呼吸器外科

この度、広島大学病院より赴任して参りました。出身が近
いこともありこちらでの勤務を楽しみにしております。
広島県西部の肺がんを中心とした呼吸器外科治療に貢献
できるよう頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

いざき　ゆう

伊崎　悠

呼吸器外科

この度、心臓血管外科にて勤務させて頂くことに
なりました。少しでも患者さんに寄り添い、笑顔に
なっていただけるように頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

おかざき　たかのぶ

岡崎　孝宣

心臓血管外科
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この度、泌尿器科にて勤務させて頂くことになりま
した。松山赤十字病院より転勤して参りました。「い
つでも笑みを」をモットーとして日々診療にあたる
所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ふじい　しょうご

藤井　照護

泌尿器科

広島大学病院から、転勤してまいりました。平成
28年、広島大学卒です。4月からは廿日市を中心と
した広島県西部の地域医療に貢献できるよう頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。

たさか　しんさく

田坂　晋作

泌尿器科

中国労災病院から転勤してまいりました。地域の産
婦人科医療に少しでも貢献できるように誠心誠意努
力して参りますので、宜しくお願い致します。

うめき　たかひろ

梅木　崇寛

産婦人科

愛媛大学を卒業後、呉・広島市内の病院に勤めてき
ました。早く皆様のお力になれるよう精進しますの
で、宜しくお願い致します。

みうら　さとみ

三浦　聡美

産婦人科

この度、東広島医療センターより転勤して参りました。
まだまだ至らない点ばかりでご迷惑をおかけすること
も多いと思いますが、少しでも臨床の先生方のお力にな
れるよう尽力致します。よろしくお願い致します。

ひがしぼり　はるか

東堀　遥

画像診断部

この度、画像診断部に勤務させて頂くことになりま
した。画像診断、IVRを通して地域の医療に少しで
も貢献できるようがんばります。よろしくお願い致
します。

きしだ　なおたか

岸田　直孝

画像診断部

この度、画像診断部で勤務させていただくことにな
りました。出身は五日市です。画像の向こう側にい
る患者さん一人一人のことを思いながら、日々読影
に努めてまいります。よろしくお願い致します。

まえだ　ちさと

前田　智郷

画像診断部

土谷総合病院から転勤してまいりました。平成5
年、島根医科大学卒業です。今回が2年ぶり、3回
目の赴任となります。またまたよろしくお願いしま
す。

しんざわ　まさひで

新澤　正秀

麻酔科

この度、広島大学病院より歯科口腔外科に赴任しました。口
腔内の疾患や全身麻酔下での手術前後の周術期口腔管理を
行います。広島県西部の地域医療および他科の手術の周術
期で貢献したいと思いますのでよろしくお願い致します。

しますえ　ひろし

島末　洋

歯科口腔外科

初期研修に引き続き、後期研修でもJA広島総合病
院で勤務させて頂くことになりました。救急医とし
て精一杯精進して参りますので、今後ともよろしく
お願い申し上げます。

いわた　わかな

岩田　和佳奈

救急・集中治療科

山口大学を卒業し、4月からJA広島総合病院で研修させ
ていただく事になりました。ご迷惑をおかけする事も多い
かと思いますが、一人前の医師になれるよう一日一日全力
で頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

おりで　じゅん

折出　純

臨床研修科

この春、山口大学を卒業し、JA広島総合病院で研修させて頂
くことになりました。ご迷惑をおかけすることも多々あると
思いますが、広島の医療に少しでも貢献できるよう日々精進
して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

おりで　ゆうか

折出　ゆうか

臨床研修科
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広島大学を卒業し、4月からJA広島総合病院で研修
させていただくことになりました。学ぶことばかりで
はあると思いますが、その都度吸収し、精進していき
たいと思います。よろしくお願い致します。

しまだ　ゆきのぶ

島田　幸暢

臨床研修科

この春、広島大学を卒業しJA広島総合病院で研修させ
て頂くことになりました。まだまだ力不足で至らない点
もありますが、日々精進し一日でも早く皆様の助けとな
れるよう頑張って参ります。よろしくお願いします。

なかき　ゆう

中木　優羽

臨床研修科

広島大学を卒業し、4月からJA広島総合病院で臨
床研修させていただくことになりました。多くのこ
とを吸収できるよう日々全力で取り組んでいきたい
と思っております。よろしくお願い致します。

にいやま　としのぶ

新山　敏信

臨床研修科

この春、金沢医科大学を卒業し、研修医としてお世話
になることになりました。ご迷惑をおかけすることも
あるかと思いますが、地元広島の医療に貢献できるよ
う日々精進してまいります。よろしくお願い致します。

まつしま　だいち

松島　大地

臨床研修科

香川大学を卒業し、この春から研修医としてお世話に
なることとなりました。まだまだ未熟者ですが、広島の
地域医療に貢献できるよう2年間でたくさんの事を吸
収したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

まつばら　ゆうご

松原　佑吾

臨床研修科

広島大学を卒業し、この春から研修医として働かせ
て頂くことになりました。全てが初めての体験で、
様々なご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、
精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。

みつのぶ　まさかず

光延　仁雄

臨床研修科

広島大学を卒業し、この春から研修医としてお世話
になることとなりました。至らぬ点もあるとは思い
ますが、一生懸命がんばりますのでよろしくお願い
致します。

もりた　しゅんすけ

森田　竣介

臨床研修科

金沢医科大学を卒業し、この春から研修医としてお
世話になることとなりました。ご迷惑をおかけする
と思いますが、初心を忘れず日々精進していく所存
です。どうぞよろしくお願い致します。

よこさき　みはるか

横崎　美遼

臨床研修科

この春、広島大学を卒業し、JA広島総合病院で研修させて
頂くことになりました。ご迷惑をおかけすることもあると
思いますが、患者さんの気持ちを尊重できる医師になれる
よう日々頑張っていきます。よろしくお願い致します。

しばた　こうすけ

柴田　浩輔

臨床研修科

この春、広島大学を卒業し、JA広島総合病院で研修さ
せて頂くことになりました。至らない点が多いと思い
ますが、広島県西部の医療に貢献できるよう一生懸命
頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

はまもと　ゆきあ

濱本　幸愛

臨床研修科



遺伝子診療部の開設 （令和2年1月～）

がん細胞の遺伝子解析が可能となり、がんの原因となっている遺伝子の探索が研究され、種々のがん
でいくつものがん遺伝子が報告されるようになってきました。これらのがん遺伝子によるがん化を解析
することで、がん化のメカニズムが分かり、それを抑制する創薬の研究が可能となり、多くの治療薬が開
発され、臨床使用されています。しかしながら数多くのがん遺伝子を解析できるようになると、その中に
は遺伝性のがん遺伝子があることも分かってきました。そうした患者さんの家系では親族に多くのがん
患者がいたり、親から子にがん遺伝子が遺伝するリスクがあったり
します（いわゆるがん家系）。
遺伝子診療部では臨床遺伝専門医がそのような患者さんの診療
を行い、がん遺伝子の検査や遺伝性腫瘍のリスク診断、カウンセリ
ングなどを行います。診察は毎月第2週の金曜日の午後、完全予約
制、自費診療となります。

廿日市休日夜間急患センターについて

令和2年4月1日（水）19時より、山崎本社みんなのあい
プラザ内にありました休日夜間救急診療所が「廿日市
休日夜間急患センター」として当病院内に開設されま
した。診察科目や体制はこれまで同様、地域の医師・薬
剤師などの協力により対応しますが、当病院内に開設
されたことで、二次救急への流れも円滑な連携ができ
るようになります。
受診に当たっては、下記の通りとなりますのでお知
らせします。

JA広島総合病院 1階

0829－36－3199

0829－36－3166

かぜなどによる頭痛、腹痛、発熱（15歳未満を除く）や擦り傷、打撲など入院治療の
必要がなく、外来で対応可能な比較的軽度の症状の方を対象としています。

場　　所

電話番号

F A X

診察対象

渡　正伸 先生 山本 弥寿子 先生

診療科目 区　　　分 診療時間

内科（15歳以上）

外　　科

月曜日～土曜日

日曜日、祝・休日、お盆、年末年始

月曜日～金曜日（祝・休日、お盆、年末年始を除く）

19時～22時

9時～22時（12時30分～13時30分 休診）

19時30分～22時

●電話での問い合わせ、診療受付は21時45分までとなります。
●外科の場合はケガの状況などを事前に電話して受診してください。
●受診の際は正面入口よりお越しください。

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

手  術  室

手術室　山村　健二

※ 旧ユニフォーム

当院手術室は、バイオクリーンルームを含む9
室で、13診療科の手術を行っており2019年度の手
術件数は、5,505件でした。
毎年8名前後の新人看護師を迎え入れ、現在45

名のスタッフで「患者さんが安心・安全な手術を
受けられる周術期看護実践」を目標に掲げ、ス
タッフ全員で頑張っています。
患者さんが手術を受けることが決まったその

日から、安心・安全な手術を受ける事ができるよ
う外来・病棟看護師など各部門のメディカルス
タッフと連携を取り、患者さんの個別性を理解
し、特性に合わせた看護を計画・実践しています。
夜間・休日などの手術を行っていない時間帯

は、手術室スタッフが関連病棟で療養支援を行っ
ています。術前・術後の患者さんに病棟看護師と
共に看護を提供しています。

手術に関する不安なこと、お困りの事など、気
軽に手術室スタッフにお声をお掛けください。
3月から新しいユニフォームになりました ! !  

紺色のユニフォームが手術室のスタッフです。
よろしくお願いします。
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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 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・趙 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
（要予約）

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 ～15：00

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・平松・宇治郷
村上（欣）・小野（翔）

手術日
8：30 ～11：00 再　　診 橋本・平松・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6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 黒木 黒木 築家 築家

再　　診 黒木 築家 築家 竹石 黒木

呼吸器外科 8：30 ～11：30 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 梅木 佐々木（美）・吉川 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診 高本（晴）・佐々木（美）
梅木

中西・高本（晴）
三浦

中西・三浦
梅木

中西・佐々木（美）
梅木

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 ～11：30 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
（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 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 中尾 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（再診は12：00まで） 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。
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　いつも市民公開講座へご参加頂き、ありがとうございます。
　6 月に予定しておりました第 18 回市民公開講座ですが、新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い、市民の皆様をはじめ関係する皆様の安全を考慮し、延期とさせて頂くことに
致しました。ご理解のほど宜しくお願いいたします。
　なお、延期後の開催に関しては改めてお知らせさせて頂きます。

令和2年3月18日、当院向かいに利用者用立体駐車場が完成しました。駐車台数は第3駐車場（旧イオン
駐車場）とほぼ同じ500台としています。利用者用立体駐車場の完成に伴い第3駐車場は閉鎖しました。
利用者用立体駐車場は宮島街道を挟んでいるため、患者さんの安全な通行と利便性を図るために連絡
通路（歩道橋）を設置予定ですが、こちらは令和2年度内完成予定となっております。そのため当面は、病
院正面第2駐車場を身障者用駐車場として開放しておりますので、必要な時は御利用下さい。

令和 2年度内完成予定
駐車場からの連絡通路（歩道橋）

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18回市民公開講座　開催延期のお知らせ

病院立体駐車場について

COVID-19とも呼ばれ、SARS-Cov-2というウイルスが原因の新興感染症です。
感染防御するしかなく防戦一方の状況です。 治療薬やワクチンが出来て初めて攻撃に転じること
が出来ます。それまでは油断せず皆で頑張りましょう。

院内感染防止対策室長　渡　正伸

新型コロナウイルス感染症について

JA広島病院前駅
広島電鉄

●三菱自動車様●カルビ大陸様 ●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

JA広島総合病院
第2駐車場

第3駐車場

利用者用立体駐車場
（3月18日～
　　　　運用開始）

閉鎖
（3月24日～）

出口出口バ
イ
ク
入
口

バ
イ
ク
入
口

入口入口

西入口 正面玄関

➡

➡

出口出口

身障者用
駐車場
身障者用
駐車場

入口入口
➡

➡

自転車・バイク駐輪場
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