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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、
『５，５００円（歯科：３，３００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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皆様、こんにちは。

令和４年４月１日より松原昭郎先生の後任として、第 10 代病院長を拝命しました石田

和史です。私は昭和 61年に広島大学医学部を卒業し、広島大学病院で２年間の研修の

後、昭和 63 年４月糖尿病専門医を志す一若手内科医として広島総合病院へ赴任しまし

た。それから34 年間、一度も転勤することのない希有な勤務医生活を送ってまいりまし

た。優れた業績のある糖尿病指導医との出会いや、情熱あふれる多くの糖尿病療養ス

タッフに囲まれる幸運に恵まれ、県下最多の糖尿病診療実人数を有する施設として、平

成 25 年２月広島県初の糖尿病センターを開設することができました。その間、歴代の病

院長や諸先輩の先生方から病院運営に関わる業務の機会を数多くいただき、糖尿病診

療・研究以外の面でも大いに勉強させていただきました。病院長就任は、私にとって大

変な重責ですが、これまで育てていただいた病院・先生方・スタッフ、そして患者様や

地域住民の皆様への恩返しと思い、精一杯職責を全うする覚悟です。

趣味とストレス解消は、カープ観戦とソフトボールをすることです。「カープは家族」を

自負するほどカープ愛は深く、2016 年には中国新聞公認のカープマスター検定に合格し

たのがプチ自慢です。

本院は今年で開院 75 年となる広島県西部地区最大の中核拠点病院で、当地域は伝統

的に開業医の先生方との連携が非常に密に図られております。また、平成 23 年の地域

救命救急センター開設以降は、二次・三次救急患者様への高度医療を24 時間体制で

提供しており、救急車搬入件数は県内で常に上位に位置しております。その他にも、各

分野に優れた実績を持つ情熱溢れる医師が多数活躍しております。

当院は、地域住民の皆様、診療所の先生方、そして急性期医療を志す医療従事者・

学生の皆様に「選ばれる病院」をスローガンに掲げています。ハード面では、念願の新

棟（地上８階、屋上に救急医療用ヘリポート）建設が令和４年４月に始まりました。新棟

完成に２年、既存棟改修に２年の計４年の大事業ですが、カープで言えばマツダスタジ

アムの完成です。しかし、器だけでは優勝（選ばれる病院）は実現しません。その中で

活躍する選手（病院職員）が生き生きと働き、観客（患者様）に喜んでいただける、ソフ

ト面の充実が重要と考えています。「現状維持は後退である」ことを肝に銘じて邁進して

参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

石田　和史
病院長

Kazufumi Ishida
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診 療 科 紹 介

画像診断部 DIAGNOSTIC IMAGING

UROLOGY

泌尿器科は松原、加藤、上田、藤井と新入局員の

島田の５名で診療しております。がん診療連携拠点

病院として泌尿器悪性疾患はもちろんのこと、女性

泌尿器手術でも多くの手術を開腹手術から腹腔鏡

手術に移行し、腹腔鏡技術認定医３人体制で、質の

高い腹腔鏡手術を実践しております。

腎癌の手術では可能な限り腹腔鏡下腎部分切除

を行い、浸潤性膀胱癌の手術では腹腔鏡下膀胱全

摘除術を、前立腺癌に行う腹腔鏡下前立腺全摘除

術では術後尿禁制を図るために可能な限り神経温

存を意図した手術を行っております。

当院では女性泌尿器科にも積極的に取り組んでお

り、骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）

を導入し、年20̶30症例の手術を行っております。

広島県西部地区の方々に対応できるよう、尿路結

石や前立腺肥大症といった良性疾患に対しても幅広

く対応させていただき、職員一同地域の皆様に貢献

できるよう日々邁進していきたいと考えております。

泌尿器科　上田　晃嗣

泌尿器科

（左から）  ▶ 藤井 照護 ▶ 上田 晃嗣 ▶ 加藤 昌生
　　  ▶ 島田 幸暢 ▶ 松原 昭郎

画像診断部の業務は、「画像診断」と「IVR

（interventional radiology）」の 2 本柱から成り立っ

ています。「画像診断」は、その名の通り、CTや

MRI、核医学など各種の検査画像で病気を見つけた

り、病気の広がりについての診断を行

います。脳ドックで脳MRIを撮影し、

希望者には結果説明も行っています。

「IVR」は血管内にカテーテルという

細い管を入れて、肝細胞癌の治療、動

脈の止血や、CTを使った生検（病理診

断のため組織を採取すること）や膿瘍

ドレナージ（体の中に溜まった膿みに

チューブを挿入し、その排出を行うこ

と）など行います。スタッフは、常勤医

師５名（うち診断専門医２名）で、患者さんの体に

負担の少ない検査や治療を心がけています。

画像診断部　西原　礼介

（左から）  ▶ 海地 陽子 ▶ 宗近 源太郎 ▶ 植田 真智 ▶ 西原 礼介 ▶ 坂原 朝子 ▶ 東堀 遥
（研修医）
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この春、JA尾道総合病院での初期臨床研修を終え、JA広
島総合病院で勤務させていただく事になりました。まだま
だ分からない事ばかりで、ご迷惑をお掛けする事もあると
思いますが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

てらもと　ともき

寺本　知生

循環器内科呼吸器内科

三上　英吾
みかみ　えいご

この度、広島赤十字・原爆病院での研修を終え呼吸
器内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日々精進して
参ります。よろしくお願いします。

呼吸器内科

折出　純
おりで　じゅん

この度、JA広島総合病院での研修を終え、呼吸器内
科で勤務させていただくことになりました。日々精
進して参る所存です。よろしくお願い致します。

この度、広島市立安佐市民病院での初期研修を終
え、消化器内科で勤務させていただくことになりま
した。4月から地域の皆様のお役に立てる様全力で
頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。

すみい　ゆうき

住井　悠紀

消化器内科糖尿病代謝内科

一町　澄宜
いっちょう　きよたか

広島大学病院から転勤してまいりました。前任地では原発性
アルドステロン症を初めとした内分泌疾患を多数経験しま
したので、糖尿病はもとよりその他内分泌疾患についても皆
様のお力になれればと思います。よろしくお願い致します。

この度、腎臓内科として勤務させて頂くことになり
ました。昨年度は呉共済病院で勤務していました。
腎臓内科医として廿日市の医療に貢献できるよう精
進して参りますので、よろしくお願い致します。

かわしま　まさし

河島　孟史

腎臓内科

外科

柴田　浩輔
しばた　こうすけ

この度、2年の初期研修を終え、外科医として勤務させてい
ただく事になりました。廿日市を中心とした広島県西部の医
療に貢献していきたいと考えております。まだ未熟ですが
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。

この度、小児科で勤務させて頂くことになりました。広島
では、しばらく中電病院で、昨年1年間、広島市西部こども
療育センターで勤務していました。新しい環境でも更に学
び、貢献できる様、頑張ります。よろしくお願い致します。

よこやま　のぶこ

横山　信子

小児科

この度、初期研修を終え、消化器内科で勤務させて
いただくことになりました。廿日市の医療に貢献で
きるよう頑張っていきたいと思いますのでよろしく
お願いします。

よしだ　こうだい

吉田　航大

消化器内科

この度、島根県立中央病院から転勤してまいりまし
た。脳神経領域において廿日市市を中心とした西部
地域の医療に少しでも貢献できるように精進してま
いります。何卒よろしくお願いいたします。

まつだ　しんご

松田　真伍

脳神経外科整形外科

松島　大地
まつしま　だいち

この度、整形外科で勤務させていただくことになり
ました。まだ若輩者ではありますが広島の地域医療
に貢献できるよう努めて参ります。よろしくお願い
致します。

この度、乳腺外科で勤務させて頂くことになりまし
た。広島県西部地域の乳腺診療に貢献できるよう頑
張ります。今後ともよろしくお願いいたします。

いたがき　ともこ

板垣　友子

乳腺外科

広島大学病院より転勤してまいりました。廿日市
の医療に微力ながらも貢献できるよう努力します。
日々の外来診療や手術など精進して参りますので、
どうぞよろしくお願い申しあげます。

たんきょう　ゆうや

丹京　雄也

眼科

広島大学病院・広島赤十字原爆病院での初期研修を修了し、
この度後期研修医として産婦人科に勤務させて頂くことにな
りました。まだまだ未熟者ですが、患者様に寄り添った診療
ができるよう精進して参ります。よろしくお願い致します。

にしもと　ゆうみ

西本　祐美

産婦人科

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産婦人科診療に貢
献できるよう心がけています。どうぞよろしくお願
い致します。

ひらい　ゆういちろう

平井　雄一郎

産婦人科

泌尿器科

島田　幸暢
しまだ　ゆきのぶ

JA広島総合病院での研修を終え、泌尿器科で改め
て勤務させて頂くことになりました。廿日市を中心
として患者様の尿路トラブルを解決できるよう尽力
したいと思います。よろしくお願い致します。

安佐市民病院から転勤してまいりました。この春か
らは呼吸器外科として日々診療にあたってまいり
ます。至らない点はありますが精いっぱい頑張りま
す。よろしくお願いします。

さえき　あきら

佐伯　彬

呼吸器外科

この度一年ぶりに広島総合病院に勤務させていただ
くこととなりました医師7年目の伊崎と申します。
広島県西部の肺癌治療に貢献していきたいと思いま
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

新採用医師紹介
I N T R O D U C E
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県立広島病院から転勤してまいりました。廿日市の
医療に少しでも貢献できるよう頑張ります。よろし
くお願いします。

おおた　ともこ

大田　智子

麻酔科

この度、画像診断部に勤務させていただくこととな
りました。放射線診断医として画像を通して患者さ
ん、そして地域医療に貢献できるようがんばってい
きたいと思います。

うえだ　まさとも

植田　真智

画像診断部

この春から耳鼻咽喉科で勤務させて頂くことになりまし
た。医師7年目で県立広島病院より転勤して参りました。
患者さんのQOLを高めていけるよう、日々進歩する医学の
知識と技術を弛まず研鑽していきたいと思っております。

あんどう　ゆうき

安藤　友希

耳鼻咽喉科

この春、島根県立中央病院での研修を終え、救急・
集中治療科で勤務させて頂くことになりました。ま
だまだ未熟者ですが、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。

さいとう　なみ

齋藤　奈実

救急・集中治療科救急・集中治療科

木村　圭那
きむら　けいな

県立広島病院から赴任して参りました。患者さんの
訴えに耳を傾け、少しでもお役に立てるよう、学ば
せていただきながら頑張りたいと思います。未熟な
点も多いですがよろしくお願いいたします。

広島大学病院での勤務を終え参りました。手術室と
いう場から医療に貢献していきます。よろしくお願
いいたします。

こばやかわ　りょうた

小早川　亮太

麻酔科

山口大学を卒業し、この春から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。未熟者では
ありますが、日々勉強させていただこうと思ってい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

いわみ　たくほ

岩見　卓保

臨床研修医臨床研修医

石田　瑞季
いしだ　みずき

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。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。

救急・集中治療科

筒井　美紗都
つつい　みさと

この度、救急・集中治療科で勤務させて頂くことに
なりました。初心と感謝の気持ちを忘れず、地域の
健康を守れる信頼される医師となれるよう日々励ん
で参りたいと思います。よろしくお願い致します。

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。廿日市の医療に
少しでも貢献できるよう、日々精進して参ります。
よろしくお願いいたします。

おくもと　たかのり

奥本　尚範

臨床研修医

長崎大学を卒業し、4月からJA広島総合病院で研修
させていただくこととなりました。まだわからない
ことだらけで、ご迷惑をおかけいたしますが、精一
杯頑張りますので、何卒よろしくお願いいたします。

えだひろ　たける

枝葊　建

臨床研修医

この春、琉球大学を卒業し、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。分からないことばかりで
ご迷惑をお掛けすることも多々あるかと思いますが、日々
精進してまいりますので何卒よろしくお願いいたします。

えぐち　まりな

江口　真理奈

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
研修医としてお世話になることとなりました。廿日
市を中心とした広島県西部の医療に貢献できるよう
頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。

すわ　たかあき

諏訪　敬昭

臨床研修医

広島大学を卒業し、この春から歯科研修医としてJA広島
総合病院でお世話になることとなりました。わからないこ
とが多くご迷惑をおかけすることも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。

すやま　まほ

陶山　真穂

臨床研修医

初期研修医1年目の木村祐登と申します。馴染みあ
る廿日市地域の医療に貢献できるよう努力して参り
ます。よろしくお願いします。

きむら　ゆうと

木村　祐登

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。ご迷惑をおかけする
とは思いますが多くのことを吸収できるよう一生懸
命頑張りますのでよろしくお願い致します。

まつなえ　きょうか

松苗　響香

臨床研修医

この春から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。少しでも廿日市の医療に貢献で
きるよう日々努力して参ります。宜しくお願い致し
ます。

ふじい　たかのぶ

藤井　貴頌

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
ていただくことになりました。分からないことばかり
でご迷惑をおかけすることも多くあるかと思いますが、
日々精進して参りますので、よろしくお願い致します。

なかた　なつみ

中田　夏実

臨床研修医

この春より、愛媛大学を卒業し研修医としてJA広
島総合病院にお世話になることとなりました。日々
目標を持ち、精進して参りますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

わたなべ　りょうへい

渡部　亮平

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。地元広島の地域医療に貢献
できるよう日々全力で取り組み、多くのことを吸収して
いきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

やはた　あきひろ

八幡　朗広

臨床研修医



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
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診
8：30 ～11：00

再　　診
8：30 ～11：30
（予約再診を除く）

初　　診 折出 大月 近藤 三上

再　　診 三上 三上・折出 近藤・大月 大月・折出
（13:30 ～17:00）

近藤

午後診療

禁煙外来
（14:00 ～15:00）
佐伯（呼吸器外科）・

大月

循環器内科
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診 新田 前田 藤原 渡邊 荘川・寺本
再　　診 辻山・前田・渡邉 藤原・荘川 新田・荘川 前田・寺本・辻山 藤原・渡邉
午後診療

13：00 ～17：00 辻山 藤井（隆） 辻山

腎 臓 内 科
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診 薬師寺 河島 山内 下田
再　　診 河島 下田 山内 薬師寺 山内（午後診療）

午後診療
13：00 ～16：00

CAPD 外来
山内・下田
薬師寺・河島

CAPD 外来
山内・下田
薬師寺・河島

糖尿病代謝内科
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診 一町 石田（和）・野村 平田 上野

再　　診 石田（和）・平田 野村・上野 石田（和）・平田
上野 石田（和）・一町 平田・一町

午後診療 石田（和）
（予約再診のみ）

一町
（予約再診のみ）

石田（和）
（予約再診のみ）

消化器内科
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診 吉福・平岡 吉田・森 趙・藤本（佳） 古土井・野中 相坂・住井

再　　診 森・古土井
藤本（佳） 野中・趙 相坂・住井・平岡 趙 藤本（佳）・吉田

吉福

午後診療
13：00 ～ 相坂・野中

NASH 脂肪肝専門外来
野中

（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
（初診予約制）
※急患は除く

初　　診 溝岡 担当医 担当医 小林（知） 溝岡

午後診療（再診） 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡 溝岡

リウマチ・膠原病科
（初診完全予約制）

午前診療 広大医師
午後診療 広大医師 広大医師

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 田﨑・大月 田﨑

小 児 科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00 初 再 診 辻・藤井（寛）
中畠

横山・二神
岡畠 辻・横山・岡畠 藤井（寛）・二神

中畠・岡畠

辻・横山
または

藤井（寛）・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・垰越 中光・佐々木
（秀）

山口・田原 中光・杉山・土井 香山・田﨑・清戸 佐々木（秀）
杉山・河毛

13：00 ～15：00 午後診療 ヘルニア外来
田﨑

乳 腺 外 科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00
初　　診 板垣 大原

手 術 日

板垣 梶谷
再　　診 梶谷 梶谷 大原

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

心臓血管外科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00 初 再 診 手術日 濱本･小林（平）
岡崎・友田

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・友田

各科外来診察予定表 

※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。
※麻酔科の術前診察の医師は固定されていません。 
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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。

 令和4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

整 形 外 科
（初診完全予約制）

8：30 ～10：00 初　　診 藤本（吉）・平松
手 術 日

山田・土川 橋本・水野
宇治郷・松島

手 術 日
8：30 ～11：00 再　　診 橋本・水野・山田

宇治郷・松島 平松 山田・平松・土川

側弯症外来 側弯症外来

形 成 外 科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00 初 再 診 長谷川（美） 長谷川（美）

脳神経外科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00
初 再 診 竹石（雄） 黒木 黒木 松田 竹石（雄）
再　　診 黒木 松田 松田 竹石（雄） 黒木

呼吸器外科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00
初 再 診 伊崎 佐伯 三隅

手術日
三隅

再　　診 三隅・渡 伊崎 佐伯

産 婦 人 科
（初診予約制なし）

8：30 ～10：30 初　　診 平井 佐々木（美）・吉川 高本（晴） 中西

8：30 ～11：00 再　　診 高本（晴）
佐々木（美）

中西・高本（晴）
平井 中西・平井 中西・佐々木（美） 高本（晴）

佐々木（美）・平井

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 石田（貴）

再診 8：30 ～11：00 再　　診 天野・石田（貴）
吉屋

梅田・石田（貴）
吉屋 天野・石田（貴） 梅田・天野・吉屋

午後診療 外来手術検査 外来手術検査 外来手術検査 外来手術検査

泌 尿 器 科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00

初　　診
（木曜日のみ） 加藤

初 再 診 加藤・藤井（照） 松原・上田 加藤・藤井（照） 上田 上田・藤井（照）
再　　診 松原 加藤 島田 松原 松原

眼 科
（初診予約制なし）

初診　8：30 ～10：00
（紹介状がある方のみ対応） 初 再 診 二井・丹京 二井・丹京 二井・丹京 二井・丹京 二井・丹京

耳鼻咽喉科
（初診予約制なし）

初診　8：30 ～10：00
（紹介状ある方は11：00まで） 初 再 診 有木 安藤 高本（宗） 有木 安藤

再診　8：30 ～11：30 再　　診 高本（宗）・安藤 高本（宗）・有木 安藤・有木 高本（宗）・安藤 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 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 病棟診療 病棟診療

麻 酔 科
（初診予約制なし）

8：30 ～11：00
初 再 診 大下 原木 河本 村上（俊） 石橋
術前診察 麻酔科医師 麻酔科医師 麻酔科医師 麻酔科医師 麻酔科医師

画像診断部
（初診完全予約制）

8：30 ～11：00 初 再 診 西原 海地 東堀 坂原 植田

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

遺伝子診療部
（初診完全予約制）

13：00 ～16：00 初 再 診
梶谷

※第２金曜日
四国がんセンター医師

［申込先］0829-36-3111（代表）　健康管理センター健診予約担当　電話受付時間／平日13：00～16：00人間ドックのご案内
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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

透　析　室

透析室　伊藤　昭範

近年、慢性腎不全患者は増加傾向にあります。
透析には自宅で行える腹膜透析や専門の施設で機
械を介して行う血液透析があります。当院の血液透
析室では外来患者さんと入院患者さんの血液透析
を行っています。「安心・安全を提供する看護」を目
標に患者さんに安心して治療を受けてもらえるよう
にと考えています。
血液透析は月・水・金曜日と火・木・土曜日のサ

イクルで４時間受けていただきます。患者さんに週
３回定期的に治療に来院していただき、患者さんの
思いや不安なことを聞かせていただきます。また血
液透析中は血圧低下や疼痛の増強、下肢のこむらが
えりを起こすなど様々な身体の変化が起きやすくな
るため、頻繁にお一人お一人の観察を行い、看護師

がすぐ対処できるようにしています。
これからも医師、看護師、臨床工学技士と連携を

とり、情報共有を行い、よりよい治療・看護を提供
できるように努めていきたいと思います。

新病棟起工式について

去る４月５日（火）、当院の隣接地（旧イオン跡地）に建設す
る新病棟の起工式が執り行われました。起工式には松本太郎
廿日市市長様をはじめ関係者40名が参加し、工事期間中の安
全を祈願しました。
新たな建物は地上８階地下１階の延べ約１万6,500平方メー
トル。屋上にはドクターヘリや災害ヘリが発着できるヘリポー
トを設置します。
医療機器類についてはリニアックと呼ばれる高性能の放射
線治療機器、磁気共鳴装置（MRI）、コンピューター断層撮影
（CT）など、最新式に更新します。また手術室も１室増設して
10室となり、県西部の更なる急性期医療の充実を図ることを目
指しています。新病棟完成は２年後の令和６年春を予定して
おりますが、その後も既存棟の改修工事等を進める計画であり、
当院利用者ならびに近隣住民の皆様には大変ご不便をおかけ
しますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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

起工式
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