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お知らせ
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、
『７，７００円（歯科：５，５００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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佐々木　秀
副院長

皆様こんにちは。
外科の佐々木秀です。2022 年 5月より副院長を拝命致しました。
私は少年時代を廿日市で過ごし、1998 年に専修医として当院に勤務した際に将来は再

び地元のお役に立ちたいとの思いを抱きました。その後大学病院他各地で研鑽させて頂き、
2011 年より念願叶って外科のスタッフとして戻って参りました。
専門は消化器外科で主に膵がんや胆道がん、肝臓がんに対する手術や化学療法（抗
癌剤治療）を担当しております。この領域のがんは早期発見が困難で複雑な手術を要する
ことから難治がんの代表とされていますが、近年の治療の進歩により完治に至る患者さんが
増えたことを大変喜ばしく感じております。また当院は消化器内科と地域医師会の先生方と
の連携により超音波検査での微細な膵管像の変化から膵がんを発見する取り組みが進んで
おり、画像診断部による高精度の検査と併せ通常法では発見困難な早期膵がんの手術を
多数担当させて頂きました。まだまだ充分な治療成績ではありませんが、引き続き地域に貢
献できるよう頑張って参ります。
外科手術に関しましては私が医師となった1991 年に広島大学で初めての腹腔鏡下胆嚢
摘出術が行われ、以降の外科の歴史は低侵襲化への努力の歴史であります。現在では当
院外科で行われる手術の8割が腹腔鏡手術となっており、今後もこの流れは加速するもの
と思われます。さらに最近ダビンチに代表されるロボット支援下手術の適応拡大が進んでお
り、当院でも泌尿器科・外科をはじめ各科で必要性が高まるものと考えられ、現在建設中
の新病棟オープンに向けて広島西医療圏唯一のがん拠点病院として必要な整備を進めた
いと考えております。
趣味はランニングとサンフレッチェの応援です。フルマラソン20回以上の完走経験（決し

て「快走」ではありません）がありますが、残念ながらコロナ禍ですっかり走り方を忘れてしま
いました。サンフレッチェは年間シートを20 数年継続しておりホームゲームは皆勤です。以前
は国内にとどまらず韓国などにも応援に出かけていましたが、こちらもアウェイ観戦旅行を楽
しめる日常が戻ることを待ち望んでおります。
コロナ禍と申しますと、本年 7月下旬には院内で大規模クラスターが発生し入院・手術
の制限を余儀なくされるなど、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しました。人類とコロ
ナとの闘いにはまだまだ終着点を見通せませんが、がん・脳卒中・心筋梗塞といった三大
疾病の治療に極力影響が出ないよう石田病院長のもと対策を講じて参ります。今後も皆様の
ご理解ご協力を仰ぐ機会が多々あろうかと存じますが、職員一丸となって努力致しますので
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

Masaru Sasaki
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診 療 科 紹 介

産婦人科 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

PEDIATRICS

当院小児科は、常勤医師4名（辻徹郎、藤井寛、
横山信子、二神良治）、嘱託医師2名（中畠千恵子、
岡畠宏易）の計6名で診療にあたっています。午前
の一般外来診療は感染症をはじめとする急性疾患
の診療が中心となり、午後の外来診療はアレルギー
性疾患やてんかん等、神経疾患の慢性疾患の再診
外来、乳児健診、予防接種を行っています。当科の
専門性を活かした外来診療として、食物アレルギー
や気管支喘息、アトピー性皮膚炎といったアレル
ギー性疾患に対する専門診療があげられます。診
療実績としては、食物アレルギーに対する食物経口
負荷試験の実施数は年間700～800件を数え、県内
随一を誇ります。治療の面においても、従来の薬物
療法に加え食物アレルギーやアレルギー性鼻炎に対
するアレルゲン免疫療法を積極的に行っています。
小児アレルギー疾患全般に対する専門診療が可

能なことが当科の一番の特色ではありますが、それ
以外にも内分泌疾患、腎疾患、循環器疾患など様々
な病気の初期診療も対応できるよう、“子どもの総
合診療医”として患者さんに接することをスタッフ一
同心がけています。

小児科　辻 徹郎

小児科

当院産婦人科は廿日市市を中心とした広島県西
部地区の産婦人科医療を担っております。正常分娩
はもちろんのこと、婦人科良悪性腫瘍、さらには産
婦人科救急にも対応しております。
お産に関しましては総合病院のメリットを生かした

より安全な分娩環境を提供致します。周産期のケア
は助産師の力が必要不可欠であり、保健指導や母
乳外来も積極的に行っており、共に親しみやすい分
娩施設を心がけております。産後ケア事業にも力を
入れており、宿泊型は個室に宿泊し、産後の体力回
復を図りつつ授乳指導や育児指導を受けて頂いてお
ります。また現在はCOVID-19感染の妊婦の分娩に
も対応できるよう麻酔科・小児科・看護科と連携し
準備を整えております。
婦人科診療に関しましては、良性腫瘍に対しては低

侵襲の腹腔鏡手術を積極的に導入し近年実用化され
た婦人科がんに対する遺伝子診療も行っております。
地域の皆様に貢献できるよう日々 精進して参ります。

産婦人科　佐々木美砂

（左から）  ▶ 藤井 寛 ▶ 二神 良治 ▶ 辻 徹郎 ▶ 横山 信子

後列（左から）  ▶ 佐々木 美砂 ▶ 中西 慶喜 ▶ 高本 晴子
前列（左から）  ▶ 平井 雄一郎 ▶ 西本 祐美

病理診断科

在津 潤一 ざいつ  じゅんいち

呉医療センターから転勤して参りました。
前任地では7年半、病理診断の修練を積

んでいました。適切な病理診断を通じて地域の皆様のご健
康に役立てるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。

救急･集中治療科

岩田 和佳奈 いわた  わかな

半年ぶりに戻って参りました。廿日市市
の医療に貢献できるよう頑張りたいと思

います。各科の先生方にはご迷惑をおかけすることが多
いかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。

画像診断部

東野 諒 ひがしの  りょう

この度、広島市民病院より転勤
して参りました。まだまだ未熟者

ですが、日々精進して参りますので、よろしくお
願いいたします。

新採用医師紹介新採用医師紹介よろしく

お願いし
ます!
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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

地域救命救急センター外来

地域救命救急センター外来　松室美智子・門内美鈴

薬剤部　中島恵子

地域救命救急センターは、広島県西部にある廿日
市市、大竹市を中心とした地域で、年間3800件程度
の救急搬送を受け入れています。重症度、緊急度
が高い患者さんへ速やかな治療を行うために、医
師、看護師、臨床工学技士や放射線技師などさまざ
まな職種が連携をとっています。
一刻をあらそう状況下で行動できるよう

に、医師、看護師が中心となりシミュレー
ションの訓練を行っています。
PCPS（経皮的心肺補助装置）の装着に関

しては、非常時に滞りなく行えるように、模
擬人形を使用し、訓練を施行しています。よ
り早く的確に、患者さんへ医療が提供できる
よう日頃から取り組んでいます。

また、患者さんだけでなくご家族に対する看護も
大切にしていきたいと考え、倫理的視点を養うため
にカンファレンスなどを行い、家族看護に力を入れ
ています。

薬剤部　チーム医療への参画について

わたしたち病院薬剤師が大切にしている業務の一
つがチーム医療への参画です。
医師や看護師、管理栄養士、作業療法士、理学
療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技
士、MSWなど、患者さんのために病院で勤務する
様 な々職種のスタッフが、患者さんを中心とするチー
ムの一員として、実際に患者さんのベッドサイドに赴
いたり、カンファレンスで情報を共有し
ながら、質の高い医療の提供を目指し
ています。
例えば、認知症ケアチーム、心臓リ
ハビリテーションチーム、栄養サポー
トチーム、緩和ケアチーム、感染制御
チーム、呼吸器サポートチーム、安全
対策チーム、糖尿病、心不全、がん化

学療法のチームなど、多くのチームが廣島総合病院
で活動しています。わたしたち薬剤師もその一員で
あり、安全、安心な薬物治療のゲートキーパーとし
て専門知識を活かした役割をチーム内で果たすこと
で、患者さんの治療に貢献しています。

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

4 Seto vol .63



第12回 ふれあいポスター展

2021年12月27日（月）から2022年2月18日（金）まで、1階
ロビーにて第12回ふれあいポスター展を開催しました。こ
の企画は、患者さんや地域の方に当院がどのような医療
を行っているか、分かりやすく理解していただくことを目
的に開催しており、2021年度は46作品の出展がありました。
例年は、オープンホスピタルにお越しいただいた地

域の方 に々良いと思うポスターに投票してもらっており
ましたが、新型コロナウイルス感染症流行により、
2020年度と2021年度は外来患者さんに投票のご協力
をお願いしました。2021年度も各部門より趣向を凝ら
した作品が多く出展され、華やかな展示となりました。

外来患者さんの投票並びに委員会委員による採点
の結果、以下の作品が最優秀賞、優秀賞を受賞しまし
た。作成したポスターは、各部署に掲示されておりま
すので、ぜひご覧ください。

教育研修課　森下空青羽

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

地域救命救急センター外来最優秀賞

～これであなたも、命が救える～～これであなたも、命が救える～

呼吸器外科
医局部門

優秀賞

え!? まだタバコ吸ってるの??
やめなきゃいけないその理由
え!? まだタバコ吸ってるの??
やめなきゃいけないその理由

西6階病棟
看護部門

優秀賞

胃の手術後の食事について
～ダンピング症状とは～
胃の手術後の食事について
～ダンピング症状とは～

ラッキー賞

栄養科
コメディカル・住民投票部門

優秀賞

“らくらく”減塩生活のススメ“らくらく”減塩生活のススメ

◆応募総数：46作品

認知症ケアチーム
チーム部門

優秀賞

入院しても安心
認知症ケアチームがサポートします!!

入院しても安心
認知症ケアチームがサポートします!!

●医局部門 14作品
●看護部門 17作品
●コメディカル部門
 10作品
●チーム部門 5作品

医 局 部 門

看 護 部 門

コメディカル部門

チ ー ム 部 門

住民投票部門

耳鼻咽喉科

東5階病棟

薬剤部

病理研究検査科・がんゲノム医療事務局

西5階病棟

耳鼻咽喉科診療の春夏秋冬

what’s 脳？

新人薬剤師 上本圭太の一人前の道～新型コロナウイルス対策編

～
がんゲノム医療を知ろう！～これからのがん治療～

健康長寿！～自分の足で歩こう～

5Seto vol .63



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（院内） 藤井（隆） 辻山（院内）

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

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

山内

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9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）・西本

中西・高本（晴）
平井

中西・平井
西本

中西・佐々木（美）
西本

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）

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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病院新棟建設の工事進捗について

令和4年4月5日に起工式を執り行ない、
早くも半年が経ちました。病院新棟の工事
進捗は、コロナウイルス感染症等の影響で
少し遅れた部分もありましたが、既存杭等
撤去工事が終わり、現在は新設の杭、基礎
設置工事を行っております。そして、年明け
の令和5年1月ごろより建物躯体が立ち上
がっていく工事となる予定です。
新棟工事において新棟と既存棟を接続す
る工事に伴い、9月から西棟玄関前（ローソ
ン側）を工事スペースとするため閉鎖し通行
不可としております。そのため限定措置とし
て、病院裏に「歩行者通路」を設置し、「北
側通用口」での出入りでご利用いただいて
おります。
皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力のほどよろしくお願いいた
します。

病院整備対策室

工事風景（2022年7月末現在）

北側通用口は、月曜日～金曜日（土日祝日除く）の
7時30分～17時までのご利用となります。

患者さんの声

各階1～2ヶ所程度のフリーWi-Fiを設置することはできないのだろうか？

フリーWi-Fiの環境設備につきまして、当院は電子カルテに入力された患者様の機密情報を無線
環境下で取り扱っておりますが、不特定多数の方に電波を開放することでセキュリティが十分に
担保できなくなる恐れがあるため、整備は考えておりません。大変申し訳ございませんが、ご理
解のほど、よろしくお願い申し上げます。

Q

A

https://hirobyo.jp/seto/index.html

広報誌せと バックナンバー

第19回  市民公開講座 「見つけて治そう！すい臓がん」

入場
無料スマホのQRで簡単にご予約できます。詳細についてはチラシ・ポスターをご参照ください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催を配信に限らせて頂く場合がありますので、予めご了承ください。

　　　令和4年12月4日（日）13：00～16：00（12：00開場）
　　　廿日市市商工保健会館 交流プラザ 1F 多目的ホール（定員100名）
日時
会場

　　　　　  JA広島総合病院 地域医療連携室　TEL：（0829）36-3111お問合わせ
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