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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、
『５，４００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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嘉屋  祥昭
事務長

平成 30 年 4月1日よりJA広島総合病院事務長職を拝命いたしました。

若輩者ではありますが、廿日市市、大竹市はもとより、広島県西部地域の中心となる

病院として、地域の皆様が安心して暮らせるまちづくりに貢献できるよう、全力で取り組

む所存でございます。

平成 26 年に廿日市市とJA広島厚生連、および JA広島総合病院の間で、「廿日市市

地域医療拠点等整備に関する基本協定」を締結し、病院隣地の旧イオン跡地を中心に

地域医療拠点等整備事業を進めております。これは、この地にJA広島総合病院を中心

とする「医療と福祉を中心としたまちづくり」を進めるプロジェクトです。病院の老朽化

した病棟等の建替えや、廿日市市の医療と福祉の関係施設を配置し、当院との連携を

強化することで地域住民へのメリットを引き出そうと考えております。その他、商業施設

等も誘致し、地域全体が活気あふれるまちづくりを目指します。

病院に目を移せば、病院建物の中で現在の耐震基準を満たしていない病棟等をイオン

跡地の一部に新設する病院新棟に移設し、施設の耐震化を計るとともに、急性期病院と

しての機能拡充を目的に手術室等の増室、また、ヘリポートの設置を進め、より広い地域

に対して地域救命救急センターの機能をフル活用できるよう検討しております。さらに

現在は、あいプラザ（廿日市市）に設置している廿日市市休日・夜間急患診療所を病院内

の地域救命救急センター横へ移設することを廿日市市とともに検討しております。これによ

り、医師会の先生方が行う初期救急と当院の地域救命救急センターとのスムーズな連携

が可能となります。

このまちづくりによって、心から住民の皆様に安心とくつろぎが与えられ、老若男女が

立ち寄ってみたいと思う魅力的な場所になることを願っております。

地域の皆様には、いつも病院を支えていただき感謝しております。今年度も6月に

「市民公開講座」、11月には「オープンホスピタル」を開催する予定としておりますので、

お気軽に足をお運びいただければ幸いです。

これからも地域の皆様に信頼され、良質な医療を提供する病院となるよう努力して

まいりますので、ご協力とご支援を心よりお願い申しあげます。

Yoshiaki  Kaya
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診 療 科 紹 介

救急・集中治療科は、新たに増えた専従医師（総勢
8名）と多くのスタッフで、ER（救急室：EMERGENCY  
ROOM）も視野に入れた救急医療と、集中治療室を
中心とする高度先進医療を担います。
また、当院は日本救急医学会の認定救急専
門医研修施設でもあり、本年は2名の専攻医を
受け入れています。
昨年度の救急医療実績は、約4,000台の救
急車（県内3位）を受け入れました。院内他部
門の多大な協力の下で、多くの二次・三次救急
患者さんの対応をすることができました。
集中治療部門は、内科系、外科系を問わ

ず、強力かつ集中的に緊急治療を行うことによ
り、その効果を期待する部門です。例えば、来
院時心停止に至るような重症の患者さんも、昨
年度は3名（救命センター設立後16名／5年）

生存退院されました。
今後とも、誠心誠意がんばりますので、何卒よろしく

お願いします。
救急・集中治療科　吉田　研一

乳腺外科 DEPARTMENT OF BREAST SURGERY

救急・集中治療科 DEPARTMENT OF
EMERGENCY SERVICE INTENSIVE CARE

JA広島総合病院乳腺外科は、広島県西部唯一の
乳腺外科として常勤3名で診療を行っております。
乳癌をはじめ、線維腺腫などの良性腫瘍、男性にみ

られる女性化乳房、妊娠・授乳期における乳腺炎など
の乳房トラブルなど全ての乳腺疾患を検査診断から
治療までトータルに行っております。
マンモグラフィ検査、超音波検査においては高評価
の読影力を持つ者で行い、さらに読影の精度向上の
ため一週間に一度、画像診断医、放射線治療医ととも
に院内カンファレンスを行っております。
乳癌の治療につきましては手術療法から全身化学
療法、放射線治療まで全て行い、乳房再建を御希望
の方には当院形成外科医と連携し、インプラント挿入
や腹直筋皮弁法などによる乳房再建術も行っており
ます。
広島県西部地区の関連病院と連携しながら県西

部乳腺診療の拠点として一人一人にあった医療を提
供することを心がけて日々 診療を行っております。

乳腺外科　大原　正裕

上段（左から）医師  髙場 章宏▶医師  河村 夏生▶医師  加藤 之紀▶医師  松本 丈雄▶医師  筒井  徹▶医師  櫻谷 正明
下段（左から）MS  林  真衣▶受付  福本 美花▶医師  吉田 研一▶医師  西山 千尋▶MS 枇杷木 僚子

（左から）  医師  板垣 友子 ▶ 医師  木村 優里 ▶ 医師 大原正裕
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内科の一分野として新設された総合診断科で「一般
内科」として診療を担当します。スタッフは少ない
ので十分な対応ができないこともございますので、
ご理解のほどお願い申しあげます。

みぞおか　まさふみ

溝岡　雅文

総合診療科

この度、大学院での研究を終え、呼吸器内科へ赴任
して参りました。呼吸器疾患全般の診療を介しまし
て地域の医療に貢献できるよう頑張って参ります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

おおつき　たかひこ

大月　鷹彦

呼吸器内科

この度岡山大学より広島大学へ異動となり香川県・三豊総合
病院より転勤して参りました。血管内治療を中心に診療を行っ
ておりました。地元で働くことができる喜びを感じつつ地域貢
献できるよう精進して参ります。宜しくお願い致します。

ふじわら　たかし

藤原　敬士

循環器内科

この度、腎臓内科で勤務させて頂くことになりまし
た清水美奈子と申します。山口県の柳井医療セン
ターより転勤して参りました。これからどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

しみず　みなこ

清水　美奈子

腎臓内科

この度、総合診療科に勤務させて頂く事になりました。
2年前までは福岡で診療していました。まだ未熟では
ありますが、廿日市の地域医療に貢献できるよう頑張
りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

ながさわ　よしろう

長澤　佳郎

総合診療科

この春より臨床研修を終えて、引き続き呼吸器内科医として
JA広島総合病院で働かせていただくことになりました。まだ
まだ未熟者ですが、患者さんの生活をより良くできるように
日々精進していきたいと思います。よろしくお願いします。

たなか　みちひこ

田中　三千彦

呼吸器内科

この度4月より採用となりました循環器内科の石橋直樹と
申します。大学、初期研修と北海道で過ごし、今年度より広
島県の医療に携わらせて頂きます。皆様のお役に立てるよう
日々精進して参ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

いしばし　なおき

石橋　直樹

循環器内科

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月までは三原市医師会病院に勤務し
ておりました。まだまだ未熟者ですが、精一杯頑張
りますのでよろしくお願い致します。

よしだ　あやか

由田　彩佳

糖尿病・代謝内科

新採用医師紹介
I N T R O D U C E



5Seto vol .51

初期研修に引き続き内科で勤務させて頂くことに
なりました。少しでも広島県西部医療に貢献でき
るように頑張りたいと思います。よろしくお願い
します。

いしばし　かずき

石橋　一樹

消化器内科

この度、消化器外科で勤務させていただくこととな
りました。広島の医療に貢献できるよう努力いたし
ます。よろしくお願いします。

ひらの　としのり

平野　利典

外科

この度広島大学病院より配属となりました、木村優里と
申します。乳腺外科として、広島の地域で働けることを
非常にうれしく思っております。まだ未熟ではございま
すが、皆様と共に日々成長していけたらと思います。

きむら　ゆり

木村　優里

乳腺外科

この度、大阪での初期研修を終え、整形外科医とし
て廿日市にやって参りました。明るさをモットー
に、1日でも早く皆様に覚えていただけるよう診療
して参りますのでどうぞよろしくお願いします。

ふくい　ひろき

福井　博喜

整形外科

この度、心臓・血管外科で勤務させていただくこと
になりました。廿日市市の医療に貢献出来るように
頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

しらかわ　けんじ

白川　賢司

心臓・血管外科

この度、小児科で勤務させていただくことになりま
した。広島西部地区の小児医療に貢献できるよう精
進いたしますので、まだまだ未熟者ですがよろしく
お願いいたします。

おの　だいち

小野　大地

小児科

この度、外科で勤務させて頂くことになりました。2年
間の研修の後に第一外科に入局し、昨年度は大学病院に
勤務しておりました。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。

おかもと　のぶゆき

岡本　暢之

外科

脊椎・脊髄疾患の診察・治療を全般的に行っており
ます。患者さんのためになる、地域の方々に信頼さ
れる治療を目指したいと思います。

たなか　のぶひろ

田中　信弘

整形外科

平成25年に広島大学を卒業し、この度広島市立安
佐市民病院から転勤して参りました。廿日市の医療
に貢献できるよう、精一杯励んで参りますので、何
卒よろしくお願い申しあげます。

かわすみ　ともひろ

川住　知弘

脳神経外科

この度、広島大学病院から転勤してまいりました。主に
皮膚悪性腫瘍、熱傷などを専門としています。皮膚科領
域で、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。どうぞ宜しくお願い致します。

よしが　てつろう

吉賀　哲郎

皮膚科
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広島大学病院より泌尿器科として赴任することとな
りました。良性疾患から悪性腫瘍まで幅広く診療を
行っていきたいと思います。地域の医療を支えられ
るよう努力しますので、よろしくお願いいたします。

たさか　りょう

田坂　亮

泌尿器科

広島大学病院より転勤してまいりました。患者さんに寄
り添った医療の提供はもちろんのこと、リサーチマイン
ドを忘れずより良い医療へ発展するように向上心をもっ
て頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

こにし　はるひさ

小西　晴久

産婦人科

JA広島総合病院での初期研修を終え、今年度からは麻酔科
として勤務させていただくことになりました。手術中だけ
でなく、術前術後ともに患者様・他科の方々のお力になれ
るよう日々精進して参ります。よろしくお願い致します。

たけの　のりこ

竹野　典子

麻酔科

この度、画像診断部に勤務させて頂くことになりまし
た。元々廿日市出身ですので、地元の医療に貢献する機
会が得られて嬉しく存じます。若輩者ですが、一層精進
して参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

こんどう　しょうた

近藤　翔太

画像診断部

この春より、救急・集中治療科の専攻医として勤務
させて頂くこととなりました。まだまだ未熟者では
ありますが、少しでもスキルアップできるよう、頑
張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

にしやま　ちひろ

西山　千尋

救急・集中治療科

この度、産婦人科で勤務させていただくことになりました。
広島大学を卒業後、初期研修を含めて3年間は呉市の中国
労災病院で勤務していました。微力ではありますが、皆様の
お役に立てるよう努力致します。よろしくお願い致します。

かん　ゆみこ

菅　裕美子

産婦人科

この度、安佐市民病院から転勤してまいりました。
手術を受ける患者さまの不安や緊張を取り除けるよ
う寄り添い、安心・安全な麻酔を行っていきたいと
思います。よろしくお願いします。

やまが　あやの

山賀　綾乃

麻酔科

広島大学病院歯科麻酔科から1年間麻酔科研修をさせ
て頂くことになりました。ご迷惑をおかけすることも
あるかと思いますが、新しい場所で色々学ばせていた
だこうと思います。よろしくお願いいたします。

おがわ　ゆうや

小川　雄也

麻酔科（歯科医師）

この度救急・集中治療科で勤務させて頂く加藤と申します。
救急医療は幅が広く各専門科の先生方の力なくしては成り行
かないものです。地域、患者、専門の先生の間にやんわりと
存在し、皆が楽しくなれればと夢想している今日この頃です。

かとう　ゆきのり

加藤　之紀

救急・集中治療科

この度、初期研修を終え、救急・集中治療科で勤務させて頂く
ことになりました。初期研修の1年目を過ごした病院に戻っ
てくることができ嬉しく思います。至らない点も多いと思い
ますが、日々精進して参りますのでよろしくお願いします。

まつもと　たけお

松本　丈雄

救急・集中治療科
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島根大学から、この春より研修医として働かせて頂くこと
になりました。早くこの地域の医療に貢献できるよう日々
成長したいと思っております。多々ご迷惑をおかけすると
思いますが、ご指導の程、何卒宜しくお願い致します。

やまもと　まゆ

山本　真由

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。人の命を預かる
ことに責任を持ち、患者さん1人1人と向き合い、
日々精進して参ります。よろしくお願い致します。

いわた　わかな

岩田　和佳奈

臨床研修医

神奈川の聖マリアンナ医科大学を卒業し、これから2年間、
研修医として勉強させていただきます。慣れない環境、慣れ
ない仕事ですが、まずは慣れることから始めてレベルアッ
プしていこうと思います。よろしくお願いいたします。

こう　さやか

洪　早耶佳

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。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全
力を尽くします。どうぞよろしくお願いいたします。

ちかもと　てつし

近本　哲士

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。わからないことだらけ
ですが、責任感を持って自分のベストを尽くしていきた
いと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

いりえ　こうへい

入江　耕平

臨床研修医

香川大学を卒業し、この春から研修医としてJA広島総合病
院でお世話になることとなりました。医療に貢献しつつ多
くのことを学ぼうと思っています。多々至らない点もあり、
ご迷惑等おかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

はらだ　さとし

原田　怜

臨床研修医

久留米大学を卒業し、この度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。多職種の方々とのチームワー
クを大切にします。皆様にご迷惑をお掛けしないよう、日々
勉強し精進してまいります。よろしくお願いします。

すみもと　はるか

住元　遥香

臨床研修医

佐賀大学を卒業し、この春からJA広島総合病院で研修
させていただくこととなりました。まだまだ未熟で、ご
迷惑をお掛けしますが、少しでも広島西部の医療に貢献
できるよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

はまなが　ゆか

濱永　有華

臨床研修医

この度鳥取大学を卒業し、JA広島総合病院で研修
させていただくこととなりました。1日も早く皆様
のお役に立てるよう、日々努力してまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。

しみず　みう

清水　美羽

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。患者さんの気持ちにより
そえるような医師になれるよう頑張ります。至らない
点が多々あると思いますが、よろしくお願い致します。

おち　なみほ

越智　南帆

臨床研修医
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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。1年間という短い期間ではあります
が、多くのことを学び吸収し、今後の医師人生に生かし
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

はしもと　こう

橋本　晃

臨床研修医

この春、九州歯科大学を卒業し、JA広島総合病院で臨床
研修歯科医としてお世話になることとなりました。故郷
広島へ少しでも貢献できるよう努力し、日々の研修に励
みたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

ひらた

平田　ひかる

臨床研修医（歯科）

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

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

基本
方針

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

【外来診療のご案内】

【JA広島総合病院基本理念】

【患者さんの権利】

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

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。

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
➡

➡

バイク進入禁止

自転車・バイク駐輪場



6

訪問看護ステーション

当院の訪問看護ステーションは、今年度より6名の新体制

の下、24時間体制で利用者さんの生活をサポートしていく

ことにしています。当院の基本理念の一つである「地域の

医療機関と密接に連携した医療を提供します」と、看護科

の理念である「病院基本理念に則り地域の中核病院として

看護の果たすべき役割を自覚して実践し、患者の安全と生活

の質を守り、地域社会から信頼される看護を提供します。」

をモットーに日々、スタッフ間で情報交換・共有を行い、利用者様やご家族のご要望に沿った看護

が実践できるように取り組んでいこうと思っております。

訪問先は廿日市、大竹、佐伯区など広範囲に訪問させてサポートさせて頂きます。住み慣れた環

境で療養されることを考えておられる方々、お気軽にご相談ください。
訪問看護ステーション施設科長

　　　　　　久保  洋子

（左から）  松尾 あゆみ ▶ 鎌田 恭子 ▶ 堤  智里 ▶ 折本 孝子 ▶ 久保 洋子 ▶ 小田 真基子
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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） 鳥井

再　　診 鳥井 鳥井・田中（三） 近藤（丈）・大月 大月・田中（三） 近藤（丈）

午後診療
（禁煙外来）

14：00 〜15：00

渡（呼吸器外科）・
大月

循環器内科

初　　診 赤澤 前田 辻山・石橋（直） 渡邉 荘川・藤原

再　　診 辻山・前田
渡邉 藤原・石橋（直） 荘川 前田・荘川

赤澤 辻山・渡邉

午後診療
13：00 〜17：00 藤井

腎 臓 内 科

初　　診 板倉 新開 荒川 清水

再　　診 新開 清水 荒川 板倉

午後診療
13：00 〜16：00

CAPD 外来
荒川・清水
板倉・新開

CAPD 外来
荒川・清水
板倉・新開

荒川
13：30 〜15：00

糖尿病代謝内科

初　　診 石田 三玉 濵岡 由田

再　　診 三玉・濵岡 石田・三玉
由田 石田・濵岡 石田・由田 三玉・濵岡

午後診療
13：30 〜15：30

石田
（予約再診のみ）

三玉
（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） 隅岡・兵庫 徳毛・石橋（一） 古土井・野中 相坂・村田

再　　診 徳毛・兵庫
古土井 小松・野中 相坂・藤本（佳）

村田 小松 藤本（佳）・隅岡
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
13：30 〜15：30 高橋

総合診療科
初　　診 総合診療科医師 溝岡 長澤 総合診療科医師 溝岡

再　　診 長澤 溝岡 長澤 溝岡 溝岡

小 児 科

8：30 〜11：00 初 再 診 辻・小野
中畠

二神・森本
岡畠

辻・森本
岡畠

二神・小野
中畠・岡畠

辻・森本
または

二神・小野

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
8：30 〜11：00 初 再 診 中光・香山

平野
今村・佐々木（秀）

新宅谷
中光・杉山

新原
香山・田﨑

海氣
今村・佐々木（秀）

杉山

13：00 〜15：00 午後診察 今村 今村 今村

乳 腺 外 科
8：30 〜11：00

初　　診 大原 大原 大原 板垣 板垣

再　　診 板垣 大原 大原

13：00 〜14：30
午後診療

（再診のみ） 大原 大原・板垣 板垣 大原・板垣 大原・板垣

心臓・血管外科 8：30 〜11：00 初 再 診 手 術 日 濱本・小林（平）
小澤・白川 手 術 日 濱本・小林（平）

小澤・白川

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。
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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。 平成30年4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）

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

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 川住 黒木 黒木 品川 野坂

再　　診 黒木 品川 川住 野坂 黒木

呼 吸 器 外 科 8：30 〜11：30 初 再 診 渡・伊藤 渡 渡 熊田

産 婦 人 科

8：30 〜10：30 初　　診 菅 小西 佐々木（美）
吉川 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）
菅

中西・小西
菅

中西・佐々木（美）
小西

高本（晴）
佐々木（美）・菅

皮 膚 科 初診 8：30 〜11：00
再診 8：30 〜11：00

初 再 診
（初診は紹介状が
ある方のみ対応）

北野・吉賀
田中（友）・吉屋

北野・吉賀
田中（友）

北野・吉賀
田中（友）・吉屋

北野・吉賀
田中（友）

北野・吉賀
田中（友）・吉屋

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 8：30 〜11：00 初 再 診 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡 二井・末岡

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） 弓井 長

再診　8：30 〜11：30 再　　診 長・弓井 高本（宗）・弓井 長・弓井 高本（宗）・長 高本（宗）・弓井

13：00 〜16：00
午後診療

（第 2・4 月曜）
補聴器

（要予約）

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・大井 原田・大井 原田・大井 原田・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 山賀 中尾 古賀 村上 古賀

術前診察 中尾 村上 本多 佐藤 中尾

画像診断部
（初診完全予約制）

8：30 〜11：00 初 再 診 西原 岡﨑 近藤（翔） 廣延 廣延

放射線治療科
（初診完全予約制）

9：00 〜11：00
（再診は12：00 まで）

初　　診 伊東

治療診察再　　診 伊東 伊東 伊東

14：00 〜16：00
午後診療

（初診のみ） 伊東 伊東 伊東

※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。

総合診療科を開設しました。総合診療科を開設しました。

中央採血室をリニユ一アルしました。中央採血室をリニユ一アルしました。

　この4月に、医師2名体制で新たに総合診療科を開設しました。内科系疾患を中心に、幅広くかつ柔軟に診療を行っております。当科受診
をご希望の方は近医にご相談のうえ、円滑な診療を進めるために紹介状をお持ちください。

診療部長・総合診療科主任部長　溝岡　雅文 ／ 総合診療科部長　長澤　佳郎

　3月26日より中央採血室のシステムが新しくなりました。今回の更新で採血漏れや採血管の紛失などのリスク管理や内視鏡、CTなどの
予約検査に対応できる管理システムとなりました。採血受付が変わりご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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JA広島総合病院  地域医療連携室
TEL 0829-36-3111

お問い合わせ
主催／JA広島総合病院、廿日市市、佐伯地区医師会
後援／大竹市、大竹市医師会、JA佐伯中央

胃がんの検診・診断・治療・生活面について、様々な視点から
「もっと知ってほしい」お話をします。ぜひ、お越しください。

プログラムプログラム

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16回市民公開講座第16回市民公開講座

はつかいち文化ホール  さくらぴあ 大ホール

13:00～16:00［開場 12:00］平成 年30 6月24日日日時日時

会場会場 1,000名定員定員

もっと知らんと胃けんよ、胃がんの話もっと知らんと胃けんよ、胃がんの話
～ 検診から治療まで ～～ 検診から治療まで ～

テーマ

検
診
の
は
な
し

治
療
の
は
な
し

生
活
面
の
は
な
し

診
断
の
は
な
し

胃がん検診
廿日市市の
受診状況について

1

3 4

5 6

2

廿日市市
福祉保健部 健康推進課

一度は受けてみよう～胃カメラの話～

きいてよかった～胃がん内視鏡治療～ きいてよかった～胃がん外科治療～

胃を切った後の食事  5 つのコツ がんになっても自分らしく

谷　洋
たに　ひろし

たに内科クリニック 院長
佐伯地区医師会理事

JA広島総合病院
食道・胃腸内科　主任部長

JA広島総合病院
消化管外科　主任部長

JA広島総合病院 栄養科 科長
がん病態栄養専門管理栄養士

JA広島総合病院 がん相談支援センター 
認定がん専門相談員

古土井　明
ふるどい　あきら

杉山　陽一
すぎやま　よういち

河本　良美
かわもと　よしみ

正畠　忠貴
しょうばたけ　ただたか

来場者に記念品プレゼント

入場
無料
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