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副院長挨拶「“令和”の時代に相応しい病院をめざして」
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各科外来診察予定表診療科紹介
インフォメーション

看護科からのお知らせ／医療福祉支援センターからのお知らせ
新採用医師紹介

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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Kazufumi  IshidaKazufumi  IshidaKazufumi  Ishida
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診 療 科 紹 介

近年、慢性腎臓病（CKD：Chronic Kidney 
Disease）患者は増加の一途をたどり、現在わが国
では約1330万人程度と推測されており、今後さらに
CKD患者が増加することが予測されております。当
院腎臓内科は各医療機関の先生方から多くの患者
さんを紹介して頂いており、 外来および入院患者数
は県内有数です。
当科では原発性糸球体・尿細管間質性疾患、高
血圧、糖尿病、膠原病、血液疾患などに伴う全身性
腎疾患、急性および慢性腎不全など、あらゆる腎臓
病に対し幅広く診療に当たっています。腎炎に対して
は腎生検を中心とした診断とその診断結果に基づい
た集学的な治療を、また腎不全に対しては食事・薬
物療法などによる保存的加療および透析療法を実施
しています。透析療法に関しては積極的に腹膜透析
（PD）導入を推進しているのが当院の特徴であり、ま

た、血液透析（HD）、各種疾患に対するアフェレシス
療法も積極的に行っています。
腎臓病は早期に発見し、適切に管理することが何

より重要となりますので、腎臓に関して何か気になるこ
とがありましたらお気軽にご相談ください。

腎臓内科　荒川　哲次

皮膚科 DEPARTMENT OF DERMATOLOGY

腎臓内科 DEPARTMENT OF NEPHROLOGY

JA広島総合病院皮膚科は広島県西部で唯一、
複数の皮膚科医師が常勤する病院です。3名の
常勤医師と1名の非常勤医師で診療を行ってい
ます。
診療内容はアトピー性皮膚炎や尋常性乾癬な
どの炎症性疾患や蜂窩織炎．帯状疱疹などの皮膚
感染症、悪性を含む皮膚腫瘍や熱傷、外傷などの
創傷治癒など、主にかかりつけ医で治療困難な方
や入院加療が必要な方を中心に診療しています。
最近、外用をしても治りにくい尋常性乾癬やアト
ピー性皮膚炎については生物学的製剤という点
滴や自己注射の治療も行えるようになっており、
当院でも治療を行っています。
近隣の皮膚科やかかりつけの病院と連携をと
り診療を行うことで効率よく、より良い医療を
提供できるよう頑張っています。そのため当院

皮膚科を受診される際は、お手数ですが、かかり
つけの先生とご相談いただき、紹介状をご持参く
ださることを、よろしくお願いします。

皮膚科 梅田　直樹

（左から）  医師  新開 泰 ▶ 医師  藤井 賢治 ▶ 医師 進藤 稔弘 ▶ 医師 荒川 哲次

（左から）  医師  吉屋 直美 ▶ 医師  田中 友里恵 ▶
　　　　  医師  梅田 直樹 ▶ 医師  天野 愛純香
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この春から総合診療科で勤務することになりました。鳥取
大学卒業後、広島県内の大学病院・総合病院・医院で勤務
をしてきました。総合診療科として幅広い疾患の診断をメ
インに行うことになると思います。よろしくお願いします。

きむら　かずき

木村　一紀

総合診療科

吉田総合病院より転勤となり、本年度より呼吸器内
科で勤務させて頂くことになりました。自分なりに
ベストを尽くし、最善の医療を提供できるよう頑張
りますので宜しくお願い致します。

すみい　まさひこ

隅井　允彦

呼吸器内科

この春広島大学病院での研修を終え、腎臓内科に勤務さ
せて頂くこととなりました。患者さんには少しでも早く
顔を覚えていただき、また、医師としても日々研鑽を積
んでいく所存でございます。よろしくお願いします。

ふじい　けんじ

藤井　賢治

腎臓内科

中国労災病院で初期臨床研修後この度勤務させてい
ただくことになりました。まだまだ分からないこと
も多くございますが、日々真摯に取り組んでいきた
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

しんどう　げんたろう

進藤　源太朗

消化器内科

この度、総合診療科で勤務させて頂くことになりました。
もともと広島県西部の出身であり、地元の地域医療に貢
献できることを嬉しく思っております。まだまだ未熟者
ではございますが、どうぞよろしくお願い致します。

きむら　なおと

木村　直人

総合診療科

この度、腎臓内科で勤務させて頂くことになりまし
た。４月より廿日市を中心とした広島県西部の地域
のみなさまに貢献できるようベストを尽くして頑張
ります。どうぞよろしくお願い致します。

しんどう　としひろ

進藤　稔弘

腎臓内科

この度、糖尿病代謝内科で勤務させて頂くことになりました。３年目は広
島大学病院、４年目は三原市医師会病院で研修させていただき、専門性
の高い症例からプライマリケアまで幅広く経験することができました。よ
り総合的な医師として精進する所存です。よろしくお願い致します。

やまもと　ゆうたろう

山本　祐太郎

糖尿病・代謝内科

この度、県立広島病院での研修を終え、消化器内科
で勤務させて頂くことになりました。廿日市を中心と
した地域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。

やました　みさ

山下　未紗

消化器内科

新採用医師紹介
I N T R O D U C E
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この度、脳神経外科で勤務させて頂くことになりました。この
２年間は大阪にあります国立循環器病研究センターで脳卒中
診療を主に行っていました。４月から広島県西部の医療に貢献
出来るよう頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。

ちくいえ　ひでかず

築家　秀和

脳神経外科

平成31年の春から広島総合病院で働かせていただ
くことになりました。外科医として日々勉強の毎日
ですが、その中でも患者さんへの心遣いや思いやり
を忘れずに診療に携わりたいと思っています。

むこうだ　あつし

向田　敦史

外科

市立三次中央病院から転勤して参りました。廿日市
の皆様のために少しでも貢献できるように頑張り 
ます。

はらだ　たくみ

原田　拓光

心臓・血管外科

このたび乳腺外科で勤務させて頂くことになりました。乳が
んでは、様々な手術方法や薬物の中から、根拠に基づいて
一人一人の患者さんに適した治療を行います。分かりやす
い説明を心がけます。よろしくお願い申し上げます。

こうい　ゆみこ

厚井　裕三子

乳腺外科

広島大学病院、県立広島病院での勤務を経て４年ぶりに広
島総合病院に戻ってきました。腫瘍や外傷などの皮膚外科
を専門に幅広く診療します。これまでの経験を元に安心、安
全な治療を心がけていきます。よろしくお願いいたします。

うめだ　なおき

梅田　直樹

皮膚科

安佐市民病院から転勤してきました。４月からは脳卒中
をはじめとした様々な頭頚部の疾患について積極的に取
り組んでいきたいと思います。フットワーク軽くがんばっ
ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ほそがい　まさひろ

細貝　昌弘

脳神経外科

この度、外科で勤務させて頂くことになりました。
当院での研修を終え、引き続きお世話になります。
よろしくお願いします。

しばた　よしゆき

柴田　祥之

外科

約６年間広島大学病院で主に外来を中心に診療していまし
た。遺伝性腫瘍について勉強しているところです。４月から
は新たなことに挑戦し、患者さん目線でわかりやすい診療
を心がけたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

かじたに　けいこ

梶谷　桂子

乳腺外科

広島大学病院での２年間の初期研修を終えて、外科
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に、精一杯頑張りた
いと思います。よろしくお願いします。

かねこ　ゆうき

金子　佑妃

乳腺外科

この４月より皮膚科で勤務させて頂く事となりま
した。初期研修でJA広島総合病院でお世話になり、
６年ぶりに帰ってきました。地域医療に貢献できる
よう頑張りますのでよろしくお願いいたします。

あまの　あすか

天野　愛純香

皮膚科
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この度、広島大学病院からの転勤で眼科に勤務させ
ていただくことになりました。廿日市の医療に貢献
できるよう、精進して参りますので、どうぞよろし
くお願い致します。

ばば　たろう

馬場　太郎

眼科

市立三次中央病院から転勤してきました。2007年から５
年間JA尾道総合病院に勤務していたこともあります。広島
県西部地域に赴任するのは初めてですが、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。

いしばし　まさかず

石橋　優和

麻酔科

この度、広島大学病院歯科麻酔科からJA広島総合病院
麻酔科で医科麻酔研修をさせて頂くこととなりました。
慣れないことも多いですが、たくさんのことを学べるよう
がんばりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

おだ　あや

小田　綾

麻酔科（歯科医師）

東広島医療センターでの初期研修を終え、この春よ
り画像診断部で勤務させて頂くことになりました。皆
様にお目にかかることは少ないかと思いますが、患者
さんや先生方のお役に立てるよう精進して参ります。

たにもと　しょういち

谷本　将一

画像診断部

この度、当院での初期研修を終え、引き続き救急・集
中治療科に勤務させて頂くことになりました。生まれ
育った廿日市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。

やまもと　たかし

山本　高嗣

救急・集中治療科

平成31年4月より勤務させていただくことになり
ました。患者さん一人一人に寄り添い、より良い医
療を提供できるよう頑張ります。よろしくお願いし
ます。

やはた　みほ

八幡　美穂

産婦人科

この春から、麻酔科で勤務させていただくことにな
りました。患者・スタッフの皆様が快適に手術を 
行えるよう、努めてまいります。よろしくお願いし
ます。

ならさき　そうし

麻酔科

この度、広島大学病院から当院画像診断部への転勤
となりました。画像診断とIVR（画像下治療）で広島
県西部の患者の皆様および先生方に貢献できるよう
精進いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。

まえだ　しょうご

前田　章吾

画像診断部

広島赤十字原爆病院で２年間の研修を経て、この
度、救急科で勤務させて頂くことになりました。地
域の救急医療の中核として貢献できるよう努力して
参りますので、よろしくお願い致します。

いわもと　けい

岩本　桂

救急・集中治療科

奈良県総合医療センターでの初期研修を終え、この度
救急科で勤務させて頂くことになりました。迅速な対応
を必要とされる場面でも患者さんへの配慮を忘れない
丁寧な診療を心がけます。よろしくお願いいたします。

どうの　えり

堂埜　恵理

救急・集中治療科
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昨年１年間のJA広島総合病院での研修を終え、引き
続き歯科口腔外科で勤務させていただくことになりま
した。研修で学んだことを生かし、気持ち新たに頑張
りますのでどうぞよろしくお願い致します。

ひらた　ひかる

平田　ひかる

歯科口腔外科

広島大学を卒業し、４月から広島総合病院で研修さ
せていただくこととなりました。ご迷惑をおかけす
ることもあると思いますが、日々精進して参りま
す。よろしくお願い致します。

もりた　さとこ

森田　智子

臨床研修医

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。ご迷惑をお掛けする
ことが多々あるかと思いますが、一生懸命頑張りま
すのでよろしくお願いいたします。

いとう　りさ

伊藤　里紗

臨床研修医

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。日々学びながらではあ
りますが、皆さまの力になれるよう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。

やすおか　ゆうき

安岡　悠希

臨床研修医

この春、山口大学を卒業し、JA広島総合病院で研修をさせて頂
くことになりました。至らない点も多いと思いますが、日々新た
な発見、知識、技術を身につけ、一人前の医師になれるよう精一
杯、努力をしていく所存です。どうぞよろしくお願い致します。

かわぐち　こう

川口　晃

臨床研修医

この春、広島大学を卒業し研修医としてお世話になるこ
ととなりました。未熟者で多々ご迷惑お掛けするかと思
いますが、広島県西部の医療に貢献できますよう日々
精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

やすとみ　のどか

安富　和果

臨床研修医

山口大学を卒業し、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。至らぬ点も多々あるかとは思い
ますが、患者さんに信頼される医師になれるよう日々
精進して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

そうとめ　ようすけ

五月女　洋介

臨床研修医

広島大学を卒業し、この春からJA広島総合病院で
研修させて頂くことになりました。患者さんの気持
ちを尊重できる医師になれるよう、日々精進して参
ります。よろしくお願い致します。

やまね　まさひろ

山根　大寛

臨床研修医

広島大学を卒業し、この春からJA広島総合病院で
研修させて頂くことになりました。至らない点も
多々あると思いますが、広島の医療に貢献できるよ
う頑張ります。よろしくお願い致します。

まえ　ゆうへい

前　雄平

臨床研修医
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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。はじめてのことばかりで至ら
ぬ点が多々あるかと思いますが、一歩ずつ努力していき
たいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

みつたに　なおこ

満谷　尚子

臨床研修医

この春、広島大学を卒業して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。周りの先生方から多
くのことを学びつつ、患者さんとのコミュニケーション
を積極的に取りたいです。よろしくお願いいたします。

むかい　しゅんぺい

向井　俊平

臨床研修医

この度、広島大学を卒業し、JA広島総合病院に研修医として
お世話になることとなりました。研修医として働きはじめること
に期待を抱きつつも、常に使命感を持ち続け、医療に貢献でき
るよう日々精進していこうと思います。よろしくお願いします。

はだま　こうすけ

波多間　浩輔

臨床研修医

広島大学を卒業し、４月より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。分からないこ
とだらけで多々ご迷惑をお掛けしますが、一生懸命
頑張りますのでよろしくお願いいたします。

おおおか　たつこ

大岡　達子

臨床研修医

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

バイク進入禁止

病院向かい、現在平面駐車場（第1駐車場）となっている敷地を利用して、約500台駐車が可能な立体駐車場の
建設を予定しております。現在の計画では令和元年8月から工事が始まる予定としており、立体駐車場の工事の
着手に伴い、現在の平面駐車場は利用できなくなります。工事期間中は、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

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



現在当院では、約 20名のボランティアさんが登録して下さっています。

受付で受診の援助をしてくださる、受付ボランティアさん。
患者さんのお話を聞いてくださる、傾聴ボランティアさんやピアサポーターさん。
移動図書の整理や管理をしてくださる、図書ボランティアさん。
患者さんにアロママッサージをしてくださる、アロマボランティアさん。

様々なボランティアさんが患者さんのお力になれるように院内で活躍されています。

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

ボランティアに関する
お問い合わせ先

JA広島総合病院 医療福祉支援センター 地域医療連携室
1（0829）36－3111

本の整理をされる
図書ボランティアのみなさん

図書受付ボランティアさん（右） サロンに参加されている
傾聴ボランティアさん（右から2番目）

当院で活躍中のボランティアさんのご紹介

医療福祉支援センターからのお知らせ

癒す

救う

護る

お知らせお知らせからのお知らせ看護科

看護部 中央検査処置室
中央検査処置室は、CT室、MR室、RI（核医
学検査）室、血管撮影室（脳・心臓・腹部・下肢
などの血管）の４つの検査部門からなり、看護師が
待機制をとり緊急の検査に対応できる勤務体制をとっ
ています。1年間のおよその検査件数は、CT 
22,000 件、MRI 7,500 件、RI 2,000 件、血管撮影
1,300 件であり年々増加しています。
看護師は検査や治療前にしっかりと情報収集を行

い、造影剤を含めた薬剤アレルギーに対する患者さ
んの不安が少しでも軽減し、安全かつ安楽に検査・
治療を受けていただけるように努めています。
今後も医療の高度化、複雑化に伴い、検査や処

置の介助においても高い専門性が求められます。

医師、放射線技師、臨床工学技士、事務部門な
ど他職種と協力し合い、病院のビジョンである三つ
の良かった（受診して良かった、紹介して良かった、
働いて良かった）を感じてもらえる良質な医療・看護
サービスの提供を目指して参ります。

看護部  中央検査処置室　槌井　美穂
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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 木村（一） 木村（直） 溝岡

午後診療（再診） 木村（一） 溝岡 木村（一） 木村（直） 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 厚井

手術日

梶谷 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5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 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 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・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
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 高本（宗） 長 高本（宗） 高本（宗） 長

再診　8：30 ～11：30 再　　診 耳鼻科医師 高本（宗） 耳鼻科医師 長 高本（宗）

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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健康管理センター　増本　順子

INFORMATION
「人間ドック健診施設機能評価」施設認定を取得
日本人間ドック学会による「人間ドック健診施設機能評価」を受審しました。人間ドック健診

施設機能評価は、受診者が安心して健診を受けられるよう施設の質の改善を促進する事を目的

とした第三者評価です。複数の委員による立ち入り審査があり、施設運営のための組織体制、受

診者の満足と安心、人間ドック健診の質の確保、運営の合理性などがチェックされます。当セン

ターはすべての審査項目において日本人間ドック学会が定めた基準をクリアし、2018 年 12 月に

施設認定を取得いたしました。

健診の質の確保の面では、健康管理センターの医師による診察と結果説明、保健看護職によ

る保健指導が高く評価されました。当センターでは、ホスピタリティマインドを大切にした健診

を心がけており、受診者ひとりひとりの健康に関する心配事に目をむけています。日頃の生活習

慣を見直し、より健康的な習慣に取り組むきっかけになれるような人間ドックをめざしており

ます。

また当センターは、がん診療連携拠点病院に併設された健診センターです。がんの早期発見の

ための検診メニューとして、胸部CT検診（肺がん）、MRすい臓検診（すい臓がん）、乳がん検

診など多数そろえております。これらは、いずれも精度の高い検査で、施設認定取得の際にも評

価されました。2019 年４月から乳がん検診のオプションとして乳腺エコー検査も開始しました。

２人に１人はがんに罹る時代です。がんの早期発見に是非当センターをご利用ください。

私達は、農協組合員ならびに地域住民のみなさまの健康保持・増進を基本理念とし、生活習

慣病の早期発見および予防、がんの早期発見を目的に、人間ドックを実施しています。受診者様

に満足いただけ、健康管理にお役立てできるよう、質の高い人間ドックを目指してスタッフ一同

努力して参ります。

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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