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病院理念
■基本方針 ■「患者の権利」宣言

「患者さんと共に」

1. 患者さんの意思の尊重と信頼関係の確立
2. 地域に密着した良質で安全な医療の提供
3. 予防医療への貢献
4. 医療の質の向上のための研鑽
5. 経営基盤の確立

1. 個人の尊厳の権利
2. 良質な医療を平等に受ける権利
3. 自分の受けている医療について知る権利
4. 自分の意見を表明し、自己決定する権利
5. 個人のプライバシーが守られる権利

平成30年度総合防災訓練
11月４日㈰に大竹市晴海臨海公園において総合防災訓練を行いました。県庁、市職員のほか多くの施設が集まり、
充実した訓練となりました。当院からはDMATチームが参加しました。

　 公認キャラクター
　　　「にっしーくん」
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症例提示

研修中

研修医討議

　昨年もこの時期に「第12回広島
西医療センター・岩国医療センター
合同　初期臨床研修会議」のご報告
を書かせて頂きましたので、ご存知
の方も多少は増えたかもしれませ
ん。

　平成16年度に開始された「医師初期臨床研修制度」も、
一般的にやや認知度が上がってきたのでしょうか？
　この制度は「医学部を卒業、医師国家試験を合格後2
年間は医師として幅広い知識を習得するために、厚生
労働省が定めた多様な疾患・病態について勉強する期
間とする」というものです。
　初期臨床研修指定病院である当院にも1年目・2年目
合わせて7名の初期臨床研修医が在籍して、日々頑張っ
ております。

　話は変わりますが、当院は日本最大の医療ネットワ
ークである「国立病院機構（全国143病院）」に所属し
ており、同系列の岩国医療センターは所在県が異なる
ものの、直線距離で12kmしか離れておらず、こちらも
山口県の初期臨床研修指定病院となっております。
　せっかく同系列の病院が近くにあるのですから、そ

れぞれの病院の得意分野で互いに補い合えば、さらに
有効な研修になるということで、普段から両院の研修
医は行ったり来たりして勉強しております。
　その一環として、「年に1 ～ 2回、両院の研修医・指

導医が一堂に会し、症例検討会や指導医のミニ講義を
行ったり、研修の方法に関する疑問点を検討したりす
る」会議を両院で継続的に開催しており、今回で13回
目となったこの会の正式名称が「広島西医療センター・
岩国医療センター合同　初期臨床研修会議」（長いので、
以下「合同研修会」と省略します）です。
　この会は、毎回両病院長を始めとして研修指導医・

総合診療科

槙　坪　良　時

■出身地：広島県
■出身高校：秀明高等学校
■出身大学：川崎医科大学
■趣　味：映画鑑賞、旅行、ゴルフ

■自己ＰＲ：
10月からこちらでお世話になっております、総合診
療科の槙坪 良時と申します。初期研修を広島大学病
院で終え、その後庄原赤十字病院へ1年半勤務してお
りました。大学医師4年目とまだまだ未熟者ではござ
いますが、少しでも早く皆様のお役に立てるよう頑
張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

統括診療部長／臨床研修管理室長　新　甲　　　靖統括診療部長／臨床研修管理室長　新　甲　　　靖

第13回 広島西医療センター・岩国医療センター合同 初期臨床研修会議第13回 広島西医療センター・岩国医療センター合同 初期臨床研修会議

新任医師紹介
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芝生広場＜工事前＞ 芝生広場＜工事後＞

西側・北側水路＜工事前＞ 西側・北側水路＜工事後＞

両院研修医全員の30人から35人程度の参加者で開かれ
ますが、今回に限り直前になって他の会が重なったた
め、いつもより少な目の23人でした。
　特に響いたのは「地域女性医師の会」が重なったこ
とで、女性医師はすべてそちらの会に出席せざるを得
ませんでした。そんな訳で、合同研修会13回目にして
初めての「男ばかりの会」になりました。
　当番幹事は両病院が交代で行っており、今回は岩国
が当番で症例を提示してくれました。

【症例提示①】
「特発性大網捻転症についての検討」
◎演者

岩国医療センター　初期臨床研修医　高橋洋祐先生
【症例提示②】
「難治性潰瘍性大腸炎治療中にびまん性大細胞型

B細胞リンパ腫（DLBCL)を発症した1例」
◎演者

岩国医療センター　初期臨床研修医　齊藤宇亮先生

　これら珍しい2症例の発表に、両院研修医・指導医の
活発な質疑応答が加わり、非常に高度な内容に。
　30年以上産婦人科しかしていない私の方が付いて行
けなかったりして…
　という訳で、参加者全員にとって非常に有用な会に
なり、男ばかりで記念写真を撮って修了！となりまし
た。
　次回は女性医師も参加できるようちゃんと日程調整
しますので、今回は許して下さいマシ。
　以上、「第13回　広島西医療センター・岩国医療セン
ター合同　初期臨床研修会議」のご報告でした。

　この度、患者さんに安心して入院生活を送っていただけますよう災害対策といたしまして、「第１若葉病棟前芝
生広場排水溝設置工事」及び「若葉病棟西側・北側水路よう壁かさ上げ工事」を行いました。
　今後も、病院内で起こり得る災害等を事前に予測し順次対策して行く予定です。

事務部　企画課長　小　田　秀　晃

災害対策工事について
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男性 女性 計

身長測定

体重・体組成測定

体組成説明

血圧測定

運動相談 理学療法士 23 56 79

栄養相談 管理栄養士 20 65 85

健康相談 医師 29 59 88

口腔ケア相談 歯科衛生士 11 22 33

153 346 499延べ来場者数

看護部・事務部

内容 担当
来場者数

70 144 214

筋肉量、脂肪も測れます

緊張すると上がります

セラバンドで楽しみながらのトレーニングを教えます

食事のことは任せてください

気になることはお気軽に相談してください

日頃のケアが大切です

　地域の中で福祉の輪を広げること、自分自身の健康を見つめ直すことを目的として、大竹市・
大竹市社会福祉協議会主催の「2018大竹ふれあい健康・福祉まつり」が、10月28日㈰サント
ピア大竹で開催されました。
当院からは、「広島西医療センター健康相談コーナー」として、医師、看護師、歯科衛生士、
理学療法士、管理栄養士、事務部の15名が参加し身体測定や各種健康相談を行い、499人（延
べ来場者）という多くの方々に来場していただきました。
私は裏方として初めて参加した率直な感想は、昨年あいにくの天候で、来場者が少なかったと

聞いていましたが、今年は秋晴れの中、非常に多くの方が来場され、特に高齢の方の健康に対する意識の高さが感
じられ、私自身、他のイベントコーナーを見る機会が無くなるほど忙しい一日となりました。
　来場者は、「毎年来て、昨年の結果と比較して数値を比較するのが楽しみです」、「今までは参加したことが無か
ったが、近所の方に誘われて参加してみたら楽しかった」、「年々、身長が低くなっている」と笑いながらも複雑な
表情を浮かべる女性の方などいろいろな声が聞かれましたが、共通していることは楽しくされていたことです。
　また、例年の身体測定や各種健康相談に加え、内視鏡検査の啓発パネルを追加し、少しでも関心を持っていただ
くことが出来たのではと感じました。
　全国的な少子高齢化の流れのなか、大竹市も同様に波が押し寄せています。私自身これからも多くの方々の健康
に対する意識向上に寄与できれば幸いです。

企画課　経営企画室長　石　橋　　　融企画課　経営企画室長　石　橋　　　融

健康相談に多くの方が参加健康相談に多くの方が参加 2018大竹ふれあい健康・福祉まつり～2018大竹ふれあい健康・福祉まつり～
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演題：肩腱板断裂術後患者の退院後の日常生活における実態調査
−日常生活動作の見直し−

東2看護師　木　村　美　月
　この度、中四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会において口演発表をしました。

初めての経験で、緊張しましたがよい経験となりました。

　研究のテーマは、肩腱板断裂術後患者さんを対象に、日常生活における困難さとは何かにつ

いて、インタビューした研究です。患者さんの声に耳を傾けることで、入院中に気付くことの出来なかった新たな

看護の視点がわかりました。今回の研究結果を通して、患者さんの退院後の生活を見据えた生活指導を行っていけ

るようパンフレット内容等の見直しを行い、より良い看護へ繋げていきたいと思います。

演題：A病院に勤務する看護師のストレスの現状と要因について
1若葉看護師　藤　原　不　器

　看護の中にも学会があることをご存知でしょうか？

　毎年、中国四国地区看護研究学会が開催されているのですが、今年度は、9月8日に岡山県倉

敷市で開催されました。私は「A病院に勤務する看護師のストレスの現状と要因について」と

いうテーマでポスターセッションの部で、初めて発表をしました。

　発表の順番が近づくにつれて心臓の音が徐々に大きくなり、はっきりと耳に聞こえてくるく

らい緊張しました。他施設の発表も聴講でき、新しく改善に取り組む姿勢に共感したり、より

良い看護へのヒントに繋がる事例など良い刺激を受けました。

　今回の学会参加で学んだことを今後の看護に活かせるように精進したいと思います。

　私たちの研究は座長賞を受賞しました。多くのスタッフの協力あってのものと感謝しています。

第１４回中国四国地区国立病院機構・国立診療所
　　　　　　　　　　　　　看護研究学会発表を通して
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　８月３１日と９月５日の2回に分けて、チームＳＴＥＰＰＳの研修を行いました。チームＳ
ＴＥＰＰＳとは、医療安全の推進・質の向上に向けたチームワークシステムです。
　２日間で、広島西医療センターで働く各職種178名の参加がありました。導入として2人1組
で指相撲を行い1位の人には心ばかりのプレゼント。チームワークを向上させるため７～８名
のグループを作り、輪っかを作る作業のグループワークを行いました。あまり顔合わせの無い
スタッフ同士でしたが、リーダーシップを発揮する人、お互い声を出し合い、各グループでそ

れぞれの工夫をしながら協力して行っていました。それぞれ違った条件でグループワークを3回行いました。

　３回目は、言葉を出さないでする難しい条件でのグループワークを行いましたが、目で合図をしながら協力して
行っていました。グループワーク中は、全員笑顔が見られ、楽しんでいる様子でした。グループワークを行う事で、

『コミュニケーションの大切さ』を実感しました。
　最後は患者の状況を伝える場面で「悪い例」と「良い例」をＤＶＤを用いて学習しました。こちらは全員真剣
な表情でＤＶＤを見ている様子がありました。良い例では、ＳＢＡＲ（エスバー）といったコミュニケーション
ツールを用いていました。「Situation状況」「Background背景」「Assessment評価」「Recommendation and 
Request提案と依頼」の4項目を意識する事が大切だということを学ぶことができました。他にもＣＵＳ（カス）
や２回チャレンジルールなどのツールの紹介がありました。これらのツールを活用してチーム医療のパフォーマン
スと患者安全を高めていきたいと考えています。

アンケート結果より
１．出席者 ２．今回の研修は役に立つと感じましたか

セーフティマネジメント部会　学習グループ
影山（ME）、蝿原専門職、永末看護師長、揚村（栄養）
平崎副看護師長、加茂副看護師長、山田都医療安全係長

山　田　　都医療安全係長

医療安全研修医療安全研修
今話題の『チームSTEPPSを行いました!!』今話題の『チームSTEPPSを行いました!!』
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※EPA(経済連携協定)による受け入れ

2008年 12月 11日に看護師候補者の受け入れを含んだ、経済的なつながりを深めるための日本・フィリピン経済連携協定 

（＝EPA）が発効され、フィリピンから看護師候補者の受け入れが開始されました。看護師候補者となった者は日本の医療機関で

約 3年間研修を受けながら国家試験を受験し、合格すれば日本で働き続けることができます。 

手術室 辻川師長にもインタビュー 
 『ジョイさんは人一倍勉強熱心なので、手術をする先生方がジョイさんの育休復帰を待
ち望んでいたくらいとても信頼のおけるスタッフです。わたしたち日本人にとって当たり
前であることが、外国から来た彼女にとっては当たり前でないことも多いと思いますが、
毎日真面目に丁寧に仕事をする姿にいつも感心させられています』 

「今日は手術室で看護師として働くジョイさんのお仕事を見学しにきたよ。 
フィリピンからきたジョイさんは、平成23年11月から広島西医療センターで働いていて、4年半前に
日本の看護師国家試験に合格してからは手術室でお仕事しているんだって。」

「ジョイさん、こんにちは！日本に来てもう 7年だね」 

『そうですね、毎日いろんな経験ができて充実しています。
来日当初と比べたら、日本語で話しかけられてもだいた
いのことは理解できるようになりました。早口や『たう・た
わん』など方言はちょっと難しいですけどね』 

「そうなんだね～」 
「そういえばこの前赤ちゃんが生まれたんだよね！」 

『そうなんです。仕事終わりに子供の顔を見るのを楽しみ
に毎日頑張っています』 

『出産のときに仕事をお休みしたのですが、フィリピンでは産休と育休合わせて 2 ヶ月くらいしか休ま
ないのに、日本では 1年以上お休みを取れるのが一般的でびっくりしました！』 

「フィリピンと日本じゃお休みの期間もぜんぜんちがうんだね！」 

『半年くらいお仕事をお休みしてブランクがあったけれど、手術室のスタッフがサポートしてくれたお
かげで職場復帰できました』 

「そうなんだ～、すてきな仲間だね」 
「お仕事をするときにこころがけていることはありますか」 

『手術前に患者さんの様子をよく観察して、そのとき気付
いたことをしっかり正確に先生に伝えることですね。コミュ
ニケーションがとても大切だと思います』
『もっと日本でたくさん勉強して技術を向上させたいです。
そしていつか日本での経験を生かしてフィリピンやそのほ
かの国でも働きたいです』

「すてきな笑顔のジョイさんに元気をもらっちゃったな～」 
「ジョイさん、インタビューへのご協力ありがとうございました！」 

～EPA※看護師 ジョイさん編～ 
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「花おんぷ」の華やかな演奏会

会場風景

アンデルセンター長からお祝いを頂きました

記念撮影

　平成30年9月19日㈬、「華の還暦お祝い会」を療育訓練棟にて行いました。今年度は９名の

方が還暦を迎えられ、来賓として、わかば病棟保護者会副会長、あゆみ病棟自治会の方々のご

出席いただき、利用者、ご家族のみなさま、河原診療部長をはじめとする病院スタッフとともに、

盛大にお祝い会をすることが出来ました。

　会では各病棟師長からの花束贈呈や、病院スタッフから愛のこもったお祝いムービーの上映

などさまざまな催しが行われました。なかでも、会のメインである、管弦グループ「花おんぷ」

のお祝い演奏会では、還暦を迎えられたみなさまからのリクエスト曲を、バイオリン・クラリネット・フルート・

ピアノで演奏され、それぞれの楽器が奏でる美しい音色につられ、歌を口ずさんだり、自然と笑みがこぼれたりと

会場全体が華やかで暖かな雰囲気に包まれました。

　また、サプライズスペシャルゲストであるアンデルセンター長がケー

キを持って駆けつけられ、会をより一層華やかに飾っていただきました。

　還暦は人生の大切な節目です。今回の「華の還暦お祝い会」が還暦を

迎えられたみなさまにとって特別な時間となり、新たなスタートとなれば

嬉しく思います。一緒にお祝いしていただきましたみなさまありがとうご

ざいました。

　還暦を迎えられたみなさま、誠におめでとうございます。

療育指導室　保育士　目　次　愛　香

華の還暦お祝い会華の還暦お祝い会
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―とにかく、わかりやすい！ー

「まんがでわかる〇〇」、学習やビジネス書のみならず、“えっ、こんなものまでマンガで？！”と驚くほど、

昨今、さまざまな情報がマンガで出版されています。もちろん医療情報も例外ではありません。

医療情報は、時に理解しづらいことがありますね。そこで、まずはマンガから。サラッと読めて、理解しや

すく、楽しく学べます。マンガで読んだ後、文字の本で読むのも、おススメ♪さらに理解が深まります。

マンガで分かりやすくかかれた図書室の医療情報本を、ご紹介します。

（娯楽のマンガもたくさんあります。あわせて、ご利用ください♪）

マンガで明快！世界一よくわかる 糖尿病
（栗原 毅 監修 ・ 三浦 晃子 マンガ 主婦の友社）

糖尿病の基礎知識から最新治療まで一目瞭然。

食事療法や日常生活の基本がすんなりわかる。

マンガでわかる カ月 キロやせる ゆるい低糖質ダイエット
（金本 郁男 著 ・ 柳澤 英子 レシピ ・ まさき りょう マンガ 池田書店）

白いごはんが大好きな、あなたのために考えた、糖質を摂ってもやせられる食事法。ゆるーく食事を変える

だけなので劇的な変化はないけれど、徐々に、確実に体重が落ちていきます。

マンガでわかる コレステロール・中性脂肪を下げる方法
（板倉 弘重 監修 ・ 西岡 知三 マンガ 主婦の友社）

ほんのちょっとしたコツで、コレステロール・中性脂肪は自分で下げられます。

マンガでわかる 高血圧の下げ方
（渡辺 尚彦 監修 ・ 瀬芹 つくね マンガ 主婦の友社）

ついついほっておきがちな高血圧対策をマンガでわかりやすく解説！放置しておくと、脳梗塞や心筋梗塞の

リスクが増大します！

マンガでわかる ココロの不調回復 食べてうつぬけ
（奥平 智之 精神科医 ・ いしい まき マンガ 主婦の友社）

イライラ、疲れも劇的に改善！ 鉄欠乏女子を救え！

マンガで知る！初めての介護
（了 春刀 マンガ ・ 太田 差恵子 監修・文 集英社）

―大切な人に必要となったとき、最初に読む本―

これは、明日のあなたに起こることかもしれない！介護の初期に起こる出来事をマンガで追体験できる！！

医者がマンガで教える 日本一まっとうな がん検診の受け方、使い方
（近藤 慎太郎 日経ＢＰ社）

がん検診の常識をアップデートせよ！！１０のがん検診、正しい知識がマンガで分かる！！

マンガでわかる はじめての和食薬膳 おいしく食べる！からだに効く！
（武 鈴子 家の光協会）

季節別 症状別の体の整え方が、まるわかり！「冷え」「むくみ」「便秘」「貧血」・・・気になる不調は

和食で改善できる！

開館時間 月～金 時～ ５時 （土日祝日をのぞく） 場 所 正面玄関から入って直進 先

受

患者図書室

売店

正面玄関

患者図書室 から患者図書室 から
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＊鍋つゆ ＊
　肌寒い日も続き、お鍋の美味しい季節になりました。最近は手軽
に色々な味が楽しめる鍋のスープが有るので色々な味を楽しめるよ
うになりました。手軽に楽しめるからこそあえて昆布や鰹節からだ
しを取ってちょっと贅沢な気分を味わってみてはいかがでしょう
か？
　私たちが昔から食べてきた日本食は食材の持ち味を引き立てる旨
味（だし）を大切にする文化を発展させてきました。だしの素材に
は昆布や鰹節、干し椎茸、煮干しなどがあります。
　昆布は北海道と東北で採取される浜によってランクが決められて
います。有名な産地は利尻、羅臼、日高、などがあります。主な旨
味成分はグルタミン酸で塩分や甘みが控えめでも満足する味わいに
なります。また魚（イノシン酸）のだしとの相性が良く合せだしとすることで相乗効果で旨味がUPします。
　鰹節は鹿児島と静岡が国内生産の95％を占め、製造工程の違いで種類が分けられます。鰹節は内臓を頭と内臓を
取り除いた鰹の身を煮熟、骨抜き、ばいかん（燻製）、あん蒸（暗室で寝かせる）の工程を約１ヶ月程度で経て荒
節となります。花かつおはこの状態を薄く削ったものです。荒節にさらにカビを付けて寝かせて熟成させ、水分を
13％以下にしたものが枯れ節となります。鰹節にはイノシン酸が多く含まれ香りが良いので、お吸い物や茶わん蒸
しなどの料理に使用されます。
　独特の香りと味を持つ干し椎茸。主な産地は大分、熊本、静岡県になります。椎茸は干すことで酵素の働きによ
り味、香り、旨味が変化します。椎茸の旨味成分のグアニル酸は加熱すると旨味が増すので、水で戻しただしは加
熱調理に使用するか、一旦加熱してから冷まして使用してください。
　煮干しは鰹節と比べて製造工程が短く安価で手に入りやすいので昔から家庭の味として利用されてきました。ま
た、煮干しはカルシウム、鉄、ビタミンD、たんぱく質などを豊富に含んでいます。煮干しの旨味成分は鰹節と同
じイノシン酸ですが独特の魚の香りが強いので味噌と相性が良く味噌汁など味噌料理に使うのがお勧めです。
　どのだしも作り過ぎた場合は、保存容器で保存すると冷蔵庫で2 ～ 3日は保存できるので必要な時に使えます。
また、製氷皿で凍らせると必要な時だけ使うことも出来るので便利に保存できます。この冬はひと手間かけて天然
だしのお鍋で美味しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

【昆布しょうが鍋つゆ（2人前）】
　昆布…10g、水…500ml、酒…大さじ3と1/3、生姜（薄切り）…8g、塩…小さじ1/2、醤油…大さじ1/2
　※昆布をキッチンペーパーでさっと拭き、キッチンバサミで切り込みを入れて鍋にすべての材料を入れて火にか
　　けるだけで完成の簡単鍋つゆです。ぜひお試しください。

栄養士のつぶやき栄養士のつぶやき ㉙ ㉙
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編集責任者　広島西医療センター事務部長　大谷　伸次
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地域医療連携室実績報告

■編集後記
　10月６日㈯に開催予定でした、第11回広島西医療センター祭は台風接近が予測され、ご来場いただく皆さ
まの安全を考慮した結果、やむなく中止とさせていただきました。当日はご多忙の中、ステージ出演や出店を
ご予定いただいた皆さま、また、祭への参加を楽しみにされていた皆さまには多大なるご迷惑をおかけしまし
たこと、心より深くお詫び申し上げます。　　　　　　　　　　（第11回広島西医療センター祭実行委員長）

期間：8/6-10/21　77日間
学校：安田女子大学薬学部
名前：髙垣　有未
　病院実習ではたくさんの事を体験させていただ
き、とても勉強になりました。
　短い間でしたがお世話になりました。ありがとう
ございました。

期間：8/6-10/21　77日間
学校：安田女子大学薬学部
名前：竹林地　光
　今回この西医療センターでの実習で、先生方から
講義だけではわからない様々な事を学びました。
　これからの経験に活かしていこうと思います。ご
迷惑もおかけしたかと思いますが、ありがとうござ
いました。

　様々な教育機関から実習・見学に訪れた学生さんに、当院の感想を聞きました。

実 習 レ ポ ー ト
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…前号からの変更箇所

参加ご希望の方は、あらかじめ予約をお願い
いたします（当日予約可能です）。
問い合わせ先：栄養管理室（0827）57-8192

糖尿病教室を開催しております

●予約窓口●

・10月1日より神経内科は脳神経内科へ名称変更いたしました。

・患者さんからの直接予約・予約変更は、平日13時～16時までに予約センターへご連絡下さい。
・医療機関からの予約（CT・MRI 含む）は、地域医療連携室へご連絡下さい。
・予約窓口がわからない場合も、地域医療連携室にご連絡下さい。

■病院代表電話番号

■地域医療連携室

TEL（0827）57-7151
■予約センター（直通）TEL（0827）59-0251

ダイヤルイン
FAX

（0827）57-7183（内線2140）
（0827）57-7701

再　　 診

PM2～4 予約制

外来診療担当医表
広島西医療センター

平成30年12月1日現在※受付時間　午前8時30分から午前11時まで

広島西医療センターホームページでも
紹介しています。ご利用ください。
http://www.hiro-nishi-nh.jp/

月 火 水 木 金 備　　考

内
　
　
　
　科

小
　
　児
　
　科

一　般　外　来

専
門
外
来

脳神経内科

総合診療科

専門領域新患
(紹介患者)

禁 　 煙 　 外 　 来
インスリンポンプ外来
C A P D 外 来

2診
1診

3診
4診
5診

小児筋ジストロフィー
重症心身障害

初　　 診
再　　 診
初　　 診

再　　 診
1　　 診

消化器/肝臓
血液/内分泌代謝
循環器/血液
循 環 器

6診 腎臓/循環器/血液

呼吸器/血液

2 　　 診

1　　  診

2　　  診

初　　 診
再　　 診

発達外来
小児心身症

外　 科

産 　 婦 　 人 　 科
皮 　 　 膚 　 　 科

補 　 　 装 　 　 具

眼　　　　　　  科

整形外科

泌尿器科

生田　卓也
槙坪　良時

藤堂祐子/山中秀彦
消化器

広大（呼吸器）
藤堂祐子/山中秀彦(消化管)
角野　萌（血液）
楠　正美（循環器）
藤原　仁（循環器）
倉恒正利（腎臓）

村尾　智美
牧野  恭子

（パーキンソン病）
倉恒　正利
太田　逸朗

／
金子陽一郎
予防接種※

古川年宏・佐倉文祥
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
石﨑　康代
嶋谷　邦彦
岩﨑　洋一

辻　駿矢/（永田義彦）
渡邊　　能

淺野耕助/鍵山義斗
西田　健介
新甲　　靖
稲束有希子

広大医師AM

槙坪　良時
生田　卓也
倉恒　正利

腎　臓
宗正昌三（血液）
兒玉英章（肝臓）
太田逸朗（内分泌代謝・糖尿病）
角野　萌（血液）
中村秀志（循環器）
倉恒正利（腎臓）

黒田　　龍
渡邉千種（物忘れ）（第2・4・5）
村尾智美（第1・3）

倉恒　正利
／

担当医
金子陽一郎
慢性外来

古川年宏・佐倉文祥
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
今岡　泰博
米神　裕介
渡邊　　能
永田　義彦

辻　駿矢/（岩﨑洋一）
淺野　耕助
長坂　啓司
新甲　　靖
稲束有希子

／

生田　卓也
槙坪　良時

広　大
呼吸器

広大（呼吸器）
兒玉 英章（肝臓）
太田逸朗（内分泌代謝・糖尿病）
下村壮司(血液)
中村秀志（循環器）
髙蓋寿朗（血液）

牧野　恭子

檜垣雅裕（頭痛）

倉恒　正利
／
／

金子陽一郎
慢性外来

古川年宏・佐倉文祥
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
米神　裕介
今岡　泰博

／
／
／

藤井　慎介
長坂　啓司
新甲　　靖
稲束有希子

／

槙坪　良時
生田　卓也
藤原　　仁

循環器
／

藤堂祐子（消化管）
角野　萌（血液）

／
藤原　仁（循環器）

広大（血液）
檜垣　雅裕

黒田　　龍

倉恒　正利
太田　逸朗

／
金子陽一郎

／
古川年宏・佐倉文祥

河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

木村（第２・４）

嶋谷/今岡/石﨑/米神

辻　　駿矢
永田　義彦

渡邊　能/（岩﨑洋一）
淺野　耕助
西田　健介

／
稲束有希子

／

広大（総診）
生田　卓也
宗正　昌三

血　液
宗正昌三（血液）
山中秀彦（消化管）
太田逸朗（内分泌代謝・糖尿病）
下村壮司（血液）
藤原　仁（循環器）
楠　正美（循環器）

渡邉　千種

黒田　　龍

倉恒　正利
／
／

金子陽一郎
乳児健診（予約制）
古川年宏・佐倉文祥

河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
嶋谷　邦彦
石﨑　康代
永田　義彦
岩﨑　洋一

渡邊　能/（辻　駿矢）
淺野　耕助

西田健介/鍵山義斗
／
／
／

月曜日　隔週
血液は新患可

PM※は月曜日が休日の場合火曜日

下記の専門領域以外の新患

再診外来予約制

予約制

予約制

予約制

金曜日交代制

木曜日手術日

水曜日手術日
第2・第4月曜日

予約制 PM

予約制

予約制 PM
予約制 PM


