
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。

患者さんの権利JA広島総合病院基本理念

JA広島総合病院

【基本方針】

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。

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。
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。
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。
あなたの医療上の個人情報は保護されます。
あなたに研究途上にある医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」をご覧ください。

受付時間／8：30～11：00
休診日／土・日・祝日
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　この4月より病院長補佐を拝命した、泌尿器科医師の
小深田です。
　早いもので、当院赴任後17年が経過しました。
　病院の現況と、近い将来展望について妄想を交えなが
ら書かせていただきます。
　平成24年4月、藤本病院長を中心とする新体制でのス
タートから早6ヵ月が経過しました。
　6月には、第5回市民公開講座（虚血性心疾患につい
て）が催され、廿日市市を中心に700名の参加がありま
した。市民の皆様と一体となった公開講座が着実に出来
つつあります。
　このことより、ますます、廿日市市民病院（？）の様
相を呈してきました。今後も年2回の開催を予定してお
りますので、ご期待下さい。
　7月には、日本医療機能評価機構よりめでたく、病院
機能評価（平成14年に初回認定）Ver.6.0の認定証が
発行されました。

　内容的には、医療の質の向上、救急医療の充実（地域
救命救急センター開設後1年経過）、病院環境整備等々
が検定されます。認定の証からは、当院が目指している
地域完結型の医療が少しずつではありますが、世の中に
認められてきた印象が感じられます。
　ちなみに、平成23年度は、救急患者7000名、救急
車来院は3200件でした。また、手術件数も4900件と
過去最高でした。今年は、昨年を上回る実績を目指して
います。
　また、この秋より糖尿病センター開設に向けての工事
が開始されます。開設は年明けになると思いますが、糖
尿病治療の充実と共に、中央採血室の混雑緩和なども期
待されます。
　10月には、院内売店が、ローソン（コンビニエンス
トア）に変わります。ますますのご愛顧をよろしくお願
いします。
　近い将来展望の一つは、患者さんにご迷惑をお掛けし
ています病院駐車場の拡充を、1日でも早く行いたいこ
とです。土地建物の有効利用が強く望まれます。
　そして、3年後（出来ればもっと早く）を目処に、病
院新築が現実のものになることです。
これは妄想ではありません。
　このためには、藤本病院長を先頭に、従業員（約
1000名）全員で、同じ方向を向いた努力を惜しまず、
世のため人のための医療をおこなって行く必要があると
思います。

JA広島総合病院 広報誌

vol.34

2012

秋号JA Hiroshima General Hospital.“Information magazine”

市民公開講座のお知らせ第6回

日時：平成25年1月27日（日）
　　  13：00～15：30【開場12：00】
会場：はつかいち文化ホール
　　   さくらぴあ［大ホール］
　　   【定員1,000名】

（仮題）よくわかる 糖尿病のお話

事務局／JA広島総合病院  地域医療連携室
TEL.0829-36-3111（内線2266） 
http://www.hirobyo.jp/

詳しくは
こちらまで

入場無料
申込不要

七夕コンサート

　7月5日に正面玄関ホールで七夕コンサートを開
催しました。今回は音楽好きの藤本病院長の一声
で、『JA広島総合病院管弦楽団』を医師中心に8名
で結成。ディズニーメドレーからはじまりアンコール
を含め7曲を演奏しました。『いい日旅立ち』の演奏
では青木事務長、宮田看護部長のリードで、みんな

一緒に合唱しました。
　第2部では藤本病院長のデュオバンド『ジョニ丸』
によるアコースティックギターライブ。特別参加の
徳毛副院長の熱唱もあり、大いに盛り上がりまし
た。

広島西部高校生外科セミナー

　きつい、汚い、危険と言われ敬遠される外科系で
すが、外科の魅力を次世代に伝え、少しでも外科医
を目指す若者が増えればと、近隣高校生を対象に８
月21日「広島西部高校生外科セミナー」を開催しま
した。セミナーでは外科系医師、手術室ナースらが
手術室の見学や外科テクニックの体験実習指導に

あたり、好評の内に無事終了しました。平日の通常
業務中に開催できたことは患者さんや地域のご理
解とご協力があればこそと深く感謝しております。
また参加された高校生とご家族、各学校の先生方に
深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

JA広島総合病院管弦楽団 ジョニ丸with 徳毛副院長

　当院では子育て・介護・仕事・家事などで忙しく、

平日に病院へ行かれない女性の皆さまが、休日の

日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、昨年より

10月の第3日曜日に乳がん検診マンモグラフィー

検査を実施しております。

　今まで乳がん検査に行かれたことが無い方、最

近忙しくて行かれていない方など、日曜日に受診

出来るこの機会に「乳がん検診」を受けてみません

か。乳がんは早期発見・早期治療すれば「ほとんどが

治るがん」です。

Information

休日に乳がん検査をうけられます
多忙な平日をお過ごしの女性の皆さま

検査スタッフは
全て女性です。
お気軽に、ご予約を

受けよう  マンモグラフィー検査  乳がん早期発見で  笑顔の暮らし

日 時
場 所
料 金
そ の 他

平成24年10月21日（日）　9:00～11:00（事前予約要）
JA広島総合病院
5,000円（税込）
◯撮影は女性技師が担当します。◯マンモグラフィー撮影のみの検診となります（医師による視触
診はありません）◯市町村などが発行している乳がん検診無料クーポン券の利用はできません。
◯結果は後日郵送にて通知します。◯定員数に達し次第、予約を締め切らせていただきます。

連絡先：0829－36－3111（交換手に健康管理センターへつなぐようお申し付け下さい）
※予約受付時間／13時～16時（平日）

当施設はNPO法人J.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）が推進する
ジャパン・マンモグラフィーサンデー（JMSプログラム）賛同医療機関です。

　11月12日（月）から「ふれあいポスター展」を開

催いたします。

　ポスター展も今年で3回目となり、JA広島総合

病院の恒例行事になって参りました。今年も様々

な部署が展示を行いますのでご期待下さい。

　それに伴い、11月23日（金）に「オープンホスピ

タル」を開催いたします。今年は、医師・薬剤師によ

る医療相談・がんの講演会・バルーンアート・JA佐

伯中央による野菜販売などを行います。

　その他、様々なイベントを企画しておりますの

でお楽しみに。

ふれあいポスター展第3回

10 21日月
日曜日
10 21日月
日曜日

TWEET真夏の夜の一人言
病院長補佐

小深田　義勝

内視鏡外科手術トレーニング用エンドトレーナーでの鉗子操作体験

「患者さんに元気を」七夕に演奏会

高校生が切開や縫合に初挑戦

広島・廿日市両市内５校の27人が参加

テレビでしか見たことのなかった道具や初めて見る道具を体
験でき、面白かった。人の命を救うために新しい技術を駆使し
て便利な道具が開発されているのがよく分かった。医者にな
りたいという思いがますます強くなった。

【参加者の感想】



各科外来診察予定表診療科紹介

　形成外科は、外科手技を用いて、体の表面に現れた形
や色の醜状、あるいは臭いの異常を生理的範囲内に整え
ることを目的とした科です。がんを切除することで生じ
る欠損部分を埋める手術（再建）や手足や顔などの露出
部の変形を改善させる手術を主に行っています。具体的
な対象疾患は多岐にわたりますので、詳細は「日本形成
外科学会」のホームページ（http://www.jsprs.or.jp/）
をご参照いただきたいと思います。
　この度は形成外科疾患の中でも、高齢者に多くみられ
る眼瞼下垂症について説明いたします。徐々に上まぶた
が垂れてきて視野が狭められる疾患なのですが、老化現
象の一つであると思い、病識を持っていない方がほとん

どです。上まぶたを徒手的に開けながら不自由な生活を
送っている方もいます。治療は手術的に余剰な皮膚を切
除したり、上眼瞼挙筋を短縮したり、眉毛をあげる筋肉
と橋渡しをしたりします。「最近そういえば…」と思われ
る方は、手術的治療と聞いて過剰に恐れたりなさらず、
一度説明を聞きに来院されることをお勧めいたします。
現在は女性医師が常勤しており、納得いただけるまで丁
寧に説明させていただきます。

　来春採用の看護師確保に向け、看護学生の就職ガイダンスに参加し、中国地方を中心とした学校訪
問、病院見学を実施致しました。就職ガイダンス時の当院ブース来場者は計293名、病院見学者は計
99名と、前年度を大幅に上回る数でし
た。より当院を知ってもらうためサマー
インターンシップを実施し、県内外より
27名の参加がありました。病院見学者に
対し実施した参加アンケート結果による
と、就職先を選ぶポイントは、主に①病
院の雰囲気、②教育体制の整備、③病院
の理念や方針の3つでした。私たちは、
これからも組織で力を合わせ看護師確保
対策に取り組んでいきます。

形成外科 南棟／1Fplas t ic    surger y

※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。※再診患者については原則予約制となっています。
※年3回の発行となっておりますので、発行日より日にちが経過している場合は医師に変更の可能性があります。

平成24年10月1日現在

初診
呼吸器内科
（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制あり）

（予約制あり）

（完全予約制）

（完全予約制）

（完全予約制）

（完全予約制）

（予約制なし）

産婦人科

耳鼻咽喉科

循環器科

腎臓内科

糖尿病代謝内科

消化器内科

神経内科

心臓血管外科

呼吸器外科

眼科

画像診断部

精神科 心療内科

若林 河野 近藤 山岡

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

再診 近藤・河野 河野・若林 近藤

初診 前田（幸）

久保

藤井（隆）・佐倉 久留島・久保 辻山 荘川

再診 辻山・久留島・佐倉 藤井（隆）・前田（幸）

午後診療
13:30～15:30

午後診療
13:30～15:30

初診

再診 下田 荒川
午後診療

13:30～15:30

初診 小川 浅生

再診 浅生 小川
午後診療

13:30～15:30 浅生

午後診療
13:30～15:30 石田（邦）

石田（和）

初診 徳毛・野中 古土井 瀧川

再診 徳毛・野中 小松・古土井 小松

午後診療
13:30～15:30 山脇

初再診 中畠・藤井（寛） 中畠・樋口岡畠・藤井（寛）

心臓外来

中畠・樋口 中畠・岡畠

午後診療

初再診 中光・香山・垰越 香山・加藤・垰越

初再診 船越 船越・梶谷
（手術日）

午後診療 手術日 手術日

病 棟 診 療 の み

外来手術日 外来手術日 特殊外来

安井
（手術日）

高田・橋本
中前（稔）・高澤・中川

中西・藤本（英）
中前（里）

中西・吉川
濵﨑

船越 梶谷

初再診 手術日 川本・小林・前田（和） 手術日 手術日 川本・小林・前田（和）

初再診 黒木 下永 黒木 織田 渋川

再診 織田 黒木 渋川 渋川 黒木

初再診 渡 渡 渡 手術日 黒尾

初診 藤本（英） 佐々木（充） 中前（里） 濵﨑

午後診療 予約診療 予約診療

午後診療 特殊外来

中西

初再診 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田

初再診 丸山・高広 小深田 沖・高広 丸山・沖 小深田

初再診 二井・井上 二井・井上 二井・井上 二井・井上 二井・井上

初診 兼見 高本 兼見 水野 高本

初再診 松本 中尾 松本 中尾

術前診察 中尾 新澤 本多・片岡 梅田 西藤

初再診 太刀掛 田村 田村 太刀掛 田村

初再診 桐生 桐生 竹内 竹内 竹内

再診 竹内 竹内 桐生 桐生 桐生

再診 高本・水野

午後診療 第2・4月曜　補聴器（13：00～16：00予約制）

兼見・水野 高本・水野 兼見・高本 兼見・水野

初再診 原田・安田 原田・安田 手術日 原田・安田 原田・安田

再診 丸山 小深田 小深田 丸山・高広

再診 中前（里）・佐々木（充）・
濵﨑

中西・藤本（英）・
中前（里）

藤本（英）・佐々木（充）・
濵﨑

初診 藤本（吉） 山田
高田・橋本

中前（稔）・高澤・中川再診 藤本（吉） 山田

眞田

8:30～11:00
（再診は11:30まで）

診療科 曜日

小児科

外科・乳腺外科

整形外科

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

歯科口腔外科

麻酔科

放射線治療科

8:30～11:00
（再診は予約制）

初診8:30～11:00

再診8:30～11:30

初診 長谷川 長谷川

長谷川 長谷川再診
形成外科

8:30～11:00

8:30～10:00

初診8:30～10:00
再診8:30～11:00

初診8:30～11:00
再診8:30～12:00

再診8:30～11:30
（予約再診を除く）

初診8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～10:30

8:30～11:00

8:30～10:00
（紹介状ある方は11:00まで）

8:30～11:30

8:30～11:00

8:30～11:00

14:00～15:00

14:00～15:00

15:30～16:00

14:00～16:00

8:30～10:00

8:30～11:30
（木曜は手術の為休診）

8:30～11:00

8:30～11:00
（火曜は手術の為10:00まで）

8:30～11:00
（再診は予約制）

吉田（健）

石田（和）

小松・藤本（佳）

石田（和）・浅生・小川

石田（邦）・瀧川

石田（和）・小川 石田（和）・浅生

石田（邦）

初再診 冨永 宮森

乳児検診
（要予約）

慢性疾患
腎・肝・喘息等

慢性疾患
腎・肝・喘息等

予防接種
乳児検診

（1才半から第2・第4火曜）

禁煙外来
渡（呼吸器外科）・河野

藤井（隆）・辻山
久留島

CAPD外来
荒川・吉田（健）・眞田

CAPD外来
荒川・吉田（健）・眞田

石田（邦）・藤本（佳）

今村・佐々木（秀）・山口

山岡

眞田吉田（健） 荒川

荒川

中光・大下・中村（浩）今村・加納・熊田

前田（幸） 荘川

新任医師のご紹介
皮膚科

梅田  直樹
ウメダ ナオキ

このたび、広島大学病院、安佐市民病院を経て転勤してま
いりました。地元の岩国にも近くなり、広島県西部の拠点病
院として地域医療に貢献したいと思います。よろしくお願い
致します。

臨床研究検査科

山田  一夫
ヤマダ カズオ

昭和45年、広島大学を卒業、生化学教室に入局、鳥取大学
で生化学を担当、定年後、今年5月より臨床検査精度管理医
として赴任しました。非常に優秀な当院の検査科をさらに発
展させるべき努力する所存です。よろしくお願い致します。

耳鼻咽喉科

高本  宗男
タカモト ムネオ

広島大学病院での5年間は、音声外来と嚥下機能評価（内
視鏡下嚥下機能検査と嚥下造影検査）を担当しておりまし
た。もうひとつの興味がある分野は「めまい（前庭機能障
害）の臨床」です。もちろん耳鼻咽喉科一般も。

麻酔科

片岡  宏子
カタオカ ヒロコ

この度、麻酔科で勤務させて頂くことになりました。平成21
年、広島大学卒業です。精一杯頑張りますので、よろしくお
願い致します。

産婦人科

佐々木  充
ササキ ミツル

県立広島病院からやってまいりました。昨年生まれた我が子
（純平）の世話で大忙しの毎日ですが、妊婦さんに良い出産
をしてもらえるよう、頑張っていきたいと思います。よろしく
お願い致します。

平成25年度
看護師採用に向けて 新宅 祐子看護部副部長

しゅうじょう 

がんけんかすいしょう

じょうがんけんきょきん

看護
だより

正常

■ 眼瞼下垂の程度分類（左眼）

軽症

中等度

重症

　日本人の２人に１人が「がん」になると
言われ、当院では先進的な手術や抗がん剤
治療も行っています。患者さん・家族の生
活の質を向上させるために、「がん治療支
援・緩和ケアチーム」は、緩和ケアに関す
る専門的な臨床知識・技術を用いて患者さ
ん・家族の不安への対応や、苦痛な身体症
状の緩和を行います。７月より「がん治療
支援・緩和ケア病床」を開設し入院治療が
必要な患者さんへの対応も始めました。

がんと知らされたときから不安への
対応や症状緩和（かんわ）を！

がん治療支援・緩和ケアチーム

身体担当医（消化器内科・麻酔科・放射線治療科・外科・呼吸器内科）
精神担当医（精神科心療内科）・薬剤師・緩和薬物療法認定薬剤師
看護師・緩和ケア認定看護師・がん化学療法看護認定看護師
社会福祉士・管理栄養士・理学療法士・歯科衛生士

チーム構成

　10月3日、病院西玄関横（元、原田売店）にホスピタルローソンが

オープンします！

　ホスピタルローソンと言うくらいですから、他店と違い入院中に必要

な衣料品や生活用品（寝衣・紙おむつ・タオルなど）の販売を行ってい

ます。患者さんもご家族の方も、安心してご利用下さい。

　もちろん、おにぎりやお弁当などローソンの定番商品も販売しています!!

営業時間：7時～21時　営業日：年中無休

Information

ローソン広島総合病院店 オープン

事務 田中美波／ 医師 長谷川美紗 部長 ／ 看護師 山崎美佳 ／看護師 土利川晃
（左から）



各科外来診察予定表診療科紹介

　形成外科は、外科手技を用いて、体の表面に現れた形
や色の醜状、あるいは臭いの異常を生理的範囲内に整え
ることを目的とした科です。がんを切除することで生じ
る欠損部分を埋める手術（再建）や手足や顔などの露出
部の変形を改善させる手術を主に行っています。具体的
な対象疾患は多岐にわたりますので、詳細は「日本形成
外科学会」のホームページ（http://www.jsprs.or.jp/）
をご参照いただきたいと思います。
　この度は形成外科疾患の中でも、高齢者に多くみられ
る眼瞼下垂症について説明いたします。徐々に上まぶた
が垂れてきて視野が狭められる疾患なのですが、老化現
象の一つであると思い、病識を持っていない方がほとん

どです。上まぶたを徒手的に開けながら不自由な生活を
送っている方もいます。治療は手術的に余剰な皮膚を切
除したり、上眼瞼挙筋を短縮したり、眉毛をあげる筋肉
と橋渡しをしたりします。「最近そういえば…」と思われ
る方は、手術的治療と聞いて過剰に恐れたりなさらず、
一度説明を聞きに来院されることをお勧めいたします。
現在は女性医師が常勤しており、納得いただけるまで丁
寧に説明させていただきます。

　来春採用の看護師確保に向け、看護学生の就職ガイダンスに参加し、中国地方を中心とした学校訪
問、病院見学を実施致しました。就職ガイダンス時の当院ブース来場者は計293名、病院見学者は計
99名と、前年度を大幅に上回る数でし
た。より当院を知ってもらうためサマー
インターンシップを実施し、県内外より
27名の参加がありました。病院見学者に
対し実施した参加アンケート結果による
と、就職先を選ぶポイントは、主に①病
院の雰囲気、②教育体制の整備、③病院
の理念や方針の3つでした。私たちは、
これからも組織で力を合わせ看護師確保
対策に取り組んでいきます。

形成外科 南棟／1Fplas t ic    surger y

※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。※再診患者については原則予約制となっています。
※年3回の発行となっておりますので、発行日より日にちが経過している場合は医師に変更の可能性があります。

平成24年10月1日現在
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年、広島大学卒業です。精一杯頑張りますので、よろしくお
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ササキ ミツル

県立広島病院からやってまいりました。昨年生まれた我が子
（純平）の世話で大忙しの毎日ですが、妊婦さんに良い出産
をしてもらえるよう、頑張っていきたいと思います。よろしく
お願い致します。

平成25年度
看護師採用に向けて 新宅 祐子看護部副部長

しゅうじょう 

がんけんかすいしょう

じょうがんけんきょきん

看護
だより

正常

■ 眼瞼下垂の程度分類（左眼）

軽症

中等度

重症

　日本人の２人に１人が「がん」になると
言われ、当院では先進的な手術や抗がん剤
治療も行っています。患者さん・家族の生
活の質を向上させるために、「がん治療支
援・緩和ケアチーム」は、緩和ケアに関す
る専門的な臨床知識・技術を用いて患者さ
ん・家族の不安への対応や、苦痛な身体症
状の緩和を行います。７月より「がん治療
支援・緩和ケア病床」を開設し入院治療が
必要な患者さんへの対応も始めました。

がんと知らされたときから不安への
対応や症状緩和（かんわ）を！

がん治療支援・緩和ケアチーム

身体担当医（消化器内科・麻酔科・放射線治療科・外科・呼吸器内科）
精神担当医（精神科心療内科）・薬剤師・緩和薬物療法認定薬剤師
看護師・緩和ケア認定看護師・がん化学療法看護認定看護師
社会福祉士・管理栄養士・理学療法士・歯科衛生士

チーム構成

　10月3日、病院西玄関横（元、原田売店）にホスピタルローソンが

オープンします！

　ホスピタルローソンと言うくらいですから、他店と違い入院中に必要

な衣料品や生活用品（寝衣・紙おむつ・タオルなど）の販売を行ってい

ます。患者さんもご家族の方も、安心してご利用下さい。

　もちろん、おにぎりやお弁当などローソンの定番商品も販売しています!!

営業時間：7時～21時　営業日：年中無休

Information

ローソン広島総合病院店 オープン

事務 田中美波／ 医師 長谷川美紗 部長 ／ 看護師 山崎美佳 ／看護師 土利川晃
（左から）



各科外来診察予定表診療科紹介

　形成外科は、外科手技を用いて、体の表面に現れた形
や色の醜状、あるいは臭いの異常を生理的範囲内に整え
ることを目的とした科です。がんを切除することで生じ
る欠損部分を埋める手術（再建）や手足や顔などの露出
部の変形を改善させる手術を主に行っています。具体的
な対象疾患は多岐にわたりますので、詳細は「日本形成
外科学会」のホームページ（http://www.jsprs.or.jp/）
をご参照いただきたいと思います。
　この度は形成外科疾患の中でも、高齢者に多くみられ
る眼瞼下垂症について説明いたします。徐々に上まぶた
が垂れてきて視野が狭められる疾患なのですが、老化現
象の一つであると思い、病識を持っていない方がほとん

どです。上まぶたを徒手的に開けながら不自由な生活を
送っている方もいます。治療は手術的に余剰な皮膚を切
除したり、上眼瞼挙筋を短縮したり、眉毛をあげる筋肉
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現在は女性医師が常勤しており、納得いただけるまで丁
寧に説明させていただきます。

　来春採用の看護師確保に向け、看護学生の就職ガイダンスに参加し、中国地方を中心とした学校訪
問、病院見学を実施致しました。就職ガイダンス時の当院ブース来場者は計293名、病院見学者は計
99名と、前年度を大幅に上回る数でし
た。より当院を知ってもらうためサマー
インターンシップを実施し、県内外より
27名の参加がありました。病院見学者に
対し実施した参加アンケート結果による
と、就職先を選ぶポイントは、主に①病
院の雰囲気、②教育体制の整備、③病院
の理念や方針の3つでした。私たちは、
これからも組織で力を合わせ看護師確保
対策に取り組んでいきます。

形成外科 南棟／1Fplas t ic    surger y

※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。※再診患者については原則予約制となっています。
※年3回の発行となっておりますので、発行日より日にちが経過している場合は医師に変更の可能性があります。

平成24年10月1日現在

初診
呼吸器内科
（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制なし）

（予約制あり）

（予約制あり）

（完全予約制）

（完全予約制）

（完全予約制）

（完全予約制）

（予約制なし）

産婦人科

耳鼻咽喉科

循環器科

腎臓内科

糖尿病代謝内科

消化器内科

神経内科

心臓血管外科

呼吸器外科

眼科

画像診断部

精神科 心療内科

若林 河野 近藤 山岡

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

再診 近藤・河野 河野・若林 近藤

初診 前田（幸）

久保

藤井（隆）・佐倉 久留島・久保 辻山 荘川

再診 辻山・久留島・佐倉 藤井（隆）・前田（幸）

午後診療
13:30～15:30

午後診療
13:30～15:30

初診

再診 下田 荒川
午後診療

13:30～15:30

初診 小川 浅生

再診 浅生 小川
午後診療

13:30～15:30 浅生

午後診療
13:30～15:30 石田（邦）

石田（和）

初診 徳毛・野中 古土井 瀧川

再診 徳毛・野中 小松・古土井 小松

午後診療
13:30～15:30 山脇

初再診 中畠・藤井（寛） 中畠・樋口岡畠・藤井（寛）

心臓外来

中畠・樋口 中畠・岡畠

午後診療

初再診 中光・香山・垰越 香山・加藤・垰越

初再診 船越 船越・梶谷
（手術日）

午後診療 手術日 手術日

病 棟 診 療 の み

外来手術日 外来手術日 特殊外来

安井
（手術日）

高田・橋本
中前（稔）・高澤・中川

中西・藤本（英）
中前（里）

中西・吉川
濵﨑

船越 梶谷

初再診 手術日 川本・小林・前田（和） 手術日 手術日 川本・小林・前田（和）

初再診 黒木 下永 黒木 織田 渋川

再診 織田 黒木 渋川 渋川 黒木

初再診 渡 渡 渡 手術日 黒尾

初診 藤本（英） 佐々木（充） 中前（里） 濵﨑

午後診療 予約診療 予約診療

午後診療 特殊外来

中西

初再診 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田 森川・秋本・梅田

初再診 丸山・高広 小深田 沖・高広 丸山・沖 小深田

初再診 二井・井上 二井・井上 二井・井上 二井・井上 二井・井上

初診 兼見 高本 兼見 水野 高本

初再診 松本 中尾 松本 中尾

術前診察 中尾 新澤 本多・片岡 梅田 西藤

初再診 太刀掛 田村 田村 太刀掛 田村

初再診 桐生 桐生 竹内 竹内 竹内

再診 竹内 竹内 桐生 桐生 桐生

再診 高本・水野

午後診療 第2・4月曜　補聴器（13：00～16：00予約制）

兼見・水野 高本・水野 兼見・高本 兼見・水野

初再診 原田・安田 原田・安田 手術日 原田・安田 原田・安田

再診 丸山 小深田 小深田 丸山・高広

再診 中前（里）・佐々木（充）・
濵﨑

中西・藤本（英）・
中前（里）

藤本（英）・佐々木（充）・
濵﨑

初診 藤本（吉） 山田
高田・橋本

中前（稔）・高澤・中川再診 藤本（吉） 山田

眞田

8:30～11:00
（再診は11:30まで）

診療科 曜日

小児科

外科・乳腺外科

整形外科

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

歯科口腔外科

麻酔科

放射線治療科

8:30～11:00
（再診は予約制）

初診8:30～11:00

再診8:30～11:30

初診 長谷川 長谷川

長谷川 長谷川再診
形成外科

8:30～11:00

8:30～10:00

初診8:30～10:00
再診8:30～11:00

初診8:30～11:00
再診8:30～12:00

再診8:30～11:30
（予約再診を除く）

初診8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～10:30

8:30～11:00

8:30～10:00
（紹介状ある方は11:00まで）

8:30～11:30

8:30～11:00

8:30～11:00

14:00～15:00

14:00～15:00

15:30～16:00

14:00～16:00

8:30～10:00

8:30～11:30
（木曜は手術の為休診）

8:30～11:00

8:30～11:00
（火曜は手術の為10:00まで）

8:30～11:00
（再診は予約制）

吉田（健）

石田（和）

小松・藤本（佳）

石田（和）・浅生・小川

石田（邦）・瀧川

石田（和）・小川 石田（和）・浅生

石田（邦）

初再診 冨永 宮森

乳児検診
（要予約）

慢性疾患
腎・肝・喘息等

慢性疾患
腎・肝・喘息等

予防接種
乳児検診

（1才半から第2・第4火曜）

禁煙外来
渡（呼吸器外科）・河野

藤井（隆）・辻山
久留島

CAPD外来
荒川・吉田（健）・眞田

CAPD外来
荒川・吉田（健）・眞田

石田（邦）・藤本（佳）

今村・佐々木（秀）・山口

山岡

眞田吉田（健） 荒川

荒川

中光・大下・中村（浩）今村・加納・熊田

前田（幸） 荘川

新任医師のご紹介
皮膚科

梅田  直樹
ウメダ ナオキ

このたび、広島大学病院、安佐市民病院を経て転勤してま
いりました。地元の岩国にも近くなり、広島県西部の拠点病
院として地域医療に貢献したいと思います。よろしくお願い
致します。

臨床研究検査科

山田  一夫
ヤマダ カズオ

昭和45年、広島大学を卒業、生化学教室に入局、鳥取大学
で生化学を担当、定年後、今年5月より臨床検査精度管理医
として赴任しました。非常に優秀な当院の検査科をさらに発
展させるべき努力する所存です。よろしくお願い致します。

耳鼻咽喉科

高本  宗男
タカモト ムネオ

広島大学病院での5年間は、音声外来と嚥下機能評価（内
視鏡下嚥下機能検査と嚥下造影検査）を担当しておりまし
た。もうひとつの興味がある分野は「めまい（前庭機能障
害）の臨床」です。もちろん耳鼻咽喉科一般も。

麻酔科

片岡  宏子
カタオカ ヒロコ

この度、麻酔科で勤務させて頂くことになりました。平成21
年、広島大学卒業です。精一杯頑張りますので、よろしくお
願い致します。

産婦人科

佐々木  充
ササキ ミツル

県立広島病院からやってまいりました。昨年生まれた我が子
（純平）の世話で大忙しの毎日ですが、妊婦さんに良い出産
をしてもらえるよう、頑張っていきたいと思います。よろしく
お願い致します。

平成25年度
看護師採用に向けて 新宅 祐子看護部副部長

しゅうじょう 

がんけんかすいしょう

じょうがんけんきょきん

看護
だより

正常

■ 眼瞼下垂の程度分類（左眼）

軽症

中等度

重症

　日本人の２人に１人が「がん」になると
言われ、当院では先進的な手術や抗がん剤
治療も行っています。患者さん・家族の生
活の質を向上させるために、「がん治療支
援・緩和ケアチーム」は、緩和ケアに関す
る専門的な臨床知識・技術を用いて患者さ
ん・家族の不安への対応や、苦痛な身体症
状の緩和を行います。７月より「がん治療
支援・緩和ケア病床」を開設し入院治療が
必要な患者さんへの対応も始めました。

がんと知らされたときから不安への
対応や症状緩和（かんわ）を！

がん治療支援・緩和ケアチーム

身体担当医（消化器内科・麻酔科・放射線治療科・外科・呼吸器内科）
精神担当医（精神科心療内科）・薬剤師・緩和薬物療法認定薬剤師
看護師・緩和ケア認定看護師・がん化学療法看護認定看護師
社会福祉士・管理栄養士・理学療法士・歯科衛生士

チーム構成

　10月3日、病院西玄関横（元、原田売店）にホスピタルローソンが

オープンします！

　ホスピタルローソンと言うくらいですから、他店と違い入院中に必要

な衣料品や生活用品（寝衣・紙おむつ・タオルなど）の販売を行ってい

ます。患者さんもご家族の方も、安心してご利用下さい。

　もちろん、おにぎりやお弁当などローソンの定番商品も販売しています!!

営業時間：7時～21時　営業日：年中無休

Information

ローソン広島総合病院店 オープン

事務 田中美波／ 医師 長谷川美紗 部長 ／ 看護師 山崎美佳 ／看護師 土利川晃
（左から）



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。

患者さんの権利JA広島総合病院基本理念

JA広島総合病院

【基本方針】

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。

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。
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。
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。
あなたの医療上の個人情報は保護されます。
あなたに研究途上にある医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。

1.

2.

3.

4.
5.

〒７３８-８５０３ 広島県廿日市市地御前１-３-３
TEL.０８２９-３６-３１１１（代）FAX.０８２９-３６-５５７３

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」をご覧ください。

受付時間／8：30～11：00
休診日／土・日・祝日

JA広島病院前

イオン
●R2

●
広島三菱

自動車販売
廿日市店

●
紳士服の
はるやま

●洋服の青山

広電宮島線

JA広島
総合病院

外来診療のご案内

P
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市民公開講座のお知らせ第6回

日時：平成25年1月27日（日）
　　  13：00～15：30【開場12：00】
会場：はつかいち文化ホール
　　   さくらぴあ［大ホール］
　　   【定員1,000名】

（仮題）よくわかる 糖尿病のお話

事務局／JA広島総合病院  地域医療連携室
TEL.0829-36-3111（内線2266） 
http://www.hirobyo.jp/

詳しくは
こちらまで

入場無料
申込不要

七夕コンサート

　7月5日に正面玄関ホールで七夕コンサートを開
催しました。今回は音楽好きの藤本病院長の一声
で、『JA広島総合病院管弦楽団』を医師中心に8名
で結成。ディズニーメドレーからはじまりアンコール
を含め7曲を演奏しました。『いい日旅立ち』の演奏
では青木事務長、宮田看護部長のリードで、みんな

一緒に合唱しました。
　第2部では藤本病院長のデュオバンド『ジョニ丸』
によるアコースティックギターライブ。特別参加の
徳毛副院長の熱唱もあり、大いに盛り上がりまし
た。

広島西部高校生外科セミナー

　きつい、汚い、危険と言われ敬遠される外科系で
すが、外科の魅力を次世代に伝え、少しでも外科医
を目指す若者が増えればと、近隣高校生を対象に８
月21日「広島西部高校生外科セミナー」を開催しま
した。セミナーでは外科系医師、手術室ナースらが
手術室の見学や外科テクニックの体験実習指導に

あたり、好評の内に無事終了しました。平日の通常
業務中に開催できたことは患者さんや地域のご理
解とご協力があればこそと深く感謝しております。
また参加された高校生とご家族、各学校の先生方に
深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

JA広島総合病院管弦楽団 ジョニ丸with 徳毛副院長

　当院では子育て・介護・仕事・家事などで忙しく、

平日に病院へ行かれない女性の皆さまが、休日の

日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、昨年より

10月の第3日曜日に乳がん検診マンモグラフィー

検査を実施しております。

　今まで乳がん検査に行かれたことが無い方、最

近忙しくて行かれていない方など、日曜日に受診

出来るこの機会に「乳がん検診」を受けてみません

か。乳がんは早期発見・早期治療すれば「ほとんどが

治るがん」です。

Information

休日に乳がん検査をうけられます
多忙な平日をお過ごしの女性の皆さま

検査スタッフは
全て女性です。
お気軽に、ご予約を

受けよう  マンモグラフィー検査  乳がん早期発見で  笑顔の暮らし

日 時
場 所
料 金
そ の 他

平成24年10月21日（日）　9:00～11:00（事前予約要）
JA広島総合病院
5,000円（税込）
◯撮影は女性技師が担当します。◯マンモグラフィー撮影のみの検診となります（医師による視触
診はありません）◯市町村などが発行している乳がん検診無料クーポン券の利用はできません。
◯結果は後日郵送にて通知します。◯定員数に達し次第、予約を締め切らせていただきます。

連絡先：0829－36－3111（交換手に健康管理センターへつなぐようお申し付け下さい）
※予約受付時間／13時～16時（平日）

当施設はNPO法人J.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）が推進する
ジャパン・マンモグラフィーサンデー（JMSプログラム）賛同医療機関です。

　11月12日（月）から「ふれあいポスター展」を開

催いたします。

　ポスター展も今年で3回目となり、JA広島総合

病院の恒例行事になって参りました。今年も様々

な部署が展示を行いますのでご期待下さい。

　それに伴い、11月23日（金）に「オープンホスピ

タル」を開催いたします。今年は、医師・薬剤師によ

る医療相談・がんの講演会・バルーンアート・JA佐

伯中央による野菜販売などを行います。

　その他、様々なイベントを企画しておりますの

でお楽しみに。

ふれあいポスター展第3回

10 21日月
日曜日
10 21日月
日曜日

TWEET真夏の夜の一人言
病院長補佐

小深田　義勝

内視鏡外科手術トレーニング用エンドトレーナーでの鉗子操作体験

「患者さんに元気を」七夕に演奏会

高校生が切開や縫合に初挑戦

広島・廿日市両市内５校の27人が参加

テレビでしか見たことのなかった道具や初めて見る道具を体
験でき、面白かった。人の命を救うために新しい技術を駆使し
て便利な道具が開発されているのがよく分かった。医者にな
りたいという思いがますます強くなった。

【参加者の感想】
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