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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 　 公認キャラクター

　　　「にっしーくん」

院長先生を囲む平成31年度新採用看護師職員
「いつまでも優しいハートで患者さんと接しながら成長していって欲しいです。」
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　この度、4月1日より副院長を拝命致しました新甲でございます。

　私は平成8年から11年の3年間当院の前身である国立大竹病院産婦人科に勤務、

その後他病院での勤務を経て平成19年から現在の広島西医療センターに再度勤務

しており、通算すれば16年にわたり大竹の地でお世話になっております。

　あわせて自己紹介をさせて頂きますと、私は産婦人科医であった父に取上げられ

て広島市内に生まれ、小中高校通して広島市内、そして広島大学を昭和62年に卒業後、父と同じ産

婦人科医の道を選びました。広島大学病院、県立広島病院、広島記念病院等の勤務を経て、現在に

至っております。

　国立大竹病院時代には産婦人科医が3人おり、分娩・手術ともに行っておりましたが、産婦人科医

の急激な減少による分娩施設の集約化に伴い、広島西医療センターとなってからの2回目の勤務の際

には、産婦人科医は当方一人、分娩取り扱いは中止となっておりました。

　このような流れで、平成19年以後は産婦人科医としての働きよりも、病院管理業務や初期臨床研

修管理などの比重が大きくなり、平成20年から研修管理室長（現在も併任）、平成25年から統括診

療部長として勤務しておりましたが、前副院長岩﨑先生のご退任に伴い現職を命じられた次第です。

　皆様も良くご存知の事と思いますが、現在「高齢化に伴う医療費の増大」、「医師の偏在と地域医

療の崩壊」、「医師の働き方改革」など、医療を取り巻く様々な問題が山積しており、当院も例外で

はありませんが、院長の奥谷を補佐し何とかより良い医療を地域の皆さま提供できる病院となりま

すように微力を尽くす所存でございます。

　今後ともよろしくお願い申し上げます。

新　甲　　　靖副院長
副院長就任のご挨拶
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本年度4月より当院に着任となった医師から、ご挨拶申し上げます

泌尿器科　神　明　俊　輔
■出身地：広島県

■出身高校：広島城北高校

■出身大学：大分医科大学

■専門医等の資格：

　泌尿器科専門医/指導医、

　腹腔鏡技術認定医、がん治療認定医

■趣　味：釣り・熱帯魚

■自己ＰＲ：

13年ぶりに広島西医療センターに帰ってきました。

これまで主に大学で泌尿器癌の研究と臨床をしてき

ました。これからは幅広く泌尿器疾患の診療を行い

広島西医療センターの先生方、地域の患者様の要望

に応えられるように努力していく所存です。よろし

くお願いいたします。

脳神経内科　山　本　優美子
■出身地：広島県

■出身高校：岡山白陵高等学校

■出身大学：広島大学

■趣　味：目下、検討中です。

■自己ＰＲ：

初期研修2年を広島大学病院、脳神経内科1年目を県

立広島病院でお世話になり、2019年4月より広島西

医療センターで働かせていただくことになりました。

医師4年目、脳神経内科2年目の山本です。ご迷惑を

おかけすることも多いかと思いますが、患者さんの

ため少しでもお役に立てるよう頑張りたいと思いま

すので、宜しくお願いいたします。

内　科　小　寺　順　久
■出身地：岡山県

■出身高校：岡山朝日高校

■出身大学：山口大学

■趣　味：テニス

■自己ＰＲ：

4月から赴任した小寺と申します。内科専攻医として

幅広く内科疾患の診療を行いたいと思います。地域

の方々のお役に立てるよう頑張ってまいりますので

よろしくお願い申し上げます。

整形外科　根　木　　　宏
■出身地：兵庫県

■出身高校：白陵高等学校

■出身大学：広島大学

■専門医等の資格：

　日本整形外科学会整形外科専門医

■趣　味：ドラマ鑑賞、BBQ

■自己ＰＲ：

4年ぶりに広島西医療センターに戻ってまいりました

根木宏と申します。以前は、広島大学大学院に在籍

しており、肩関節を中心に勉強しておりました。

以前と同じように整形外科全般を中心に肩関節につ

いても診療させていただきます。よろしくお願いい

たします。

総合診療科　正　木　龍太郎
■出身地：山口県岩国市

■出身高校：

　広島工業大学附属広島高等学校

　（現・広島なぎさ高等学校）

■出身大学：広島大学

■趣　味：映画鑑賞

■自己ＰＲ：

4月より赴任した正木と申します。昨年度は半年診

療所、もう半年回復期の病院で仕事をしていました。

久し振りの急性期病院勤務、少しずつ勘を取り戻せ

たら、と考えております。よろしくお願いします。

新任医師紹介
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西　河　　　求
■出身地：広島県

■出身高校：修道高等学校

■出身大学：広島大学

■趣　味：映画鑑賞、ゴルフ

■自己ＰＲ：
はじめまして。この度、初期研修医として広島西医
療センターにお世話になることになりました、西河
求です。勉強不足なことも多々あると思いますが、
スタッフの皆さまにご指導を受けながら、成長して
いきたいです。どうぞよろしくお願い致します。

青　木　一　将
■出身地：山口県

■出身高校：宇部工業高等専門学校

■出身大学：山口大学

■趣　味：映画鑑賞

■自己ＰＲ：
はじめまして。この４月より広島西医療センターの
初期研修医として入職致しました、青木一将です。
分からないことだらけで皆様にご迷惑をおかけする
ことも多々あると思いますが、一生懸命努力してま
いりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
致します。

田　中　基　樹
■出身地：広島県

■出身高校：修道高等学校

■出身大学：広島大学

■趣　味：将棋、チェス、ドラム、

　　　　　トランプ

■自己ＰＲ：
はじめまして。この度、４月より広島西医療センタ
ーに初期研修医として入職しました、田中基樹です。
何とか国家試験に合格しまして就職できたことをう
れしく感じます。ご迷惑をおかけすることもあると
思いますが、少しでも皆様のお役に立てるよう頑張
りますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致し
ます。

山　中　美　季
■出身地：広島県

■出身高校：広島大学附属高等学校

■出身大学：島根大学

■趣　味：映画鑑賞、読書

■自己ＰＲ：
はじめまして。この度初期研修医として入職いたし
ました、山中美季と申します。地元の広島県で働け
ることをとても嬉しく思います。未熟者でご迷惑を
おかけすることが多々あるかと思いますが、ご指導
ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します。

中　桐　徹　也
■出身地：広島県

■出身高校：広島学院高等学校

■出身大学：高知大学

■趣　味：ボードゲーム

■自己ＰＲ：
はじめまして。この4月より広島西医療センターで初
期研修医として入職いたしました中桐徹也と申しま
す。分からないことだらけで、皆様にご迷惑をおか
けすることも多いかと思いますが、一刻も早く皆様
のお役に立てるよう頑張りますので、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

初期臨床研修医紹介
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シャボンラッピング 骨密度測定 
部署・認定看護師紹介 

血圧測定 血管年齢測定 

　令和元年5月９日㈭「看護の日」のイベントを行いました。

　看護の日とは５月12日フローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ1990年に制定され

ました。「看護の心をみんなの心に」をメインテーマに看護をより身近なものとして感じてい

ただけるよう企画しました。

　外来西フロアで血圧・血管年齢・骨密度の測定や認定看護師によるシャボンラッピングなど

を行い、延べ148名の参加がありました。各種測定後、看護師から結果や日常生活の注意点な

ど説明させていたくと、「食事はどんなものがいいですか」や「運動もし

た方がいいですね」などの声がきかれ、健康への関心の高さがうかがえま

した。シャボンラッピングでは「とても気持がいいですね」と患者さんや

ご家族の表情も和らぎ、看護師の「やさしい手」を感じていただけたので

はないかと思います。

　また、各部署や認定看護師活動を紹介するパネルを展示しました。立ち

止まって熱心に見てくださる姿もあり、日ごろ関わることのない部署のこ

とや認定看護師についてより多くの方に知っていただく機会となりまし

た。

　今回のイベントを通して健康や看護へ関心をよせていただき、広島西医

療センターをより身近に感じていただけたらうれしく思います。

看護の日のイベントを実施して看護の日のイベントを実施して
副看護部長　川　添　由紀子副看護部長　川　添　由紀子
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心臓マッサージの実施

看護師によるＡＥＤの準備

感染管理認定看護師への連絡

　広島西医療センターでは大竹市の委託を受け病児・病後児保育室（にっしーくんハウス）を行っています。平成
30年度も400人余りの病児・病後児を受け入れています。4名の保育士は発熱の状況、呼吸の状態など症状に合わ
せて1時間ごとに検温を実施、記録を行い事細かく観察を行っています。感染管理認定看護師と連携し子供たちが
安全に過ごせるよう努めています。また、保育士は子供たちの病状や病気に合わせた感染対策を確実に行い二次感
染することなく運営をしています。常に子供さんの状態について日々確認を行っておりますが、今回は、保育士か
ら要望があり病児保育室の子供さんの呼吸停止時、心肺蘇生につい
て訓練を行いました。事前に大竹消防署で心肺蘇生の研修に参加し、
小児の特徴をとらえた心臓マッサージの方法や声かけ、胸の動きな
ど学びました。訓練では、乳児の人形を使用して保育士2名で、呼
吸していないのを発見、呼吸の確認、心臓マッサージ、感染管理認
定看護師への連絡とシミュレーションを行いました。口頭だけでな
く、ポイントをまとめ、心肺蘇生のマニュアルを作成しました。
　子供たちのことは、病気の時だけしか分からないため、日常の情
報収集が大切です。お母さんたちに熱はどれぐらいか、食事はしっ
かり食べられているか、坐薬使用のタイミングなどを確認していま
す。これからも早めに異常に気付きすぐに対応できるよう、保育士、
看護師と協力し安全に子供さんが過ごせる体制づくりを行っていき
ます。

病児保育室病児保育室

病児保育室で初めて心肺蘇生訓練を行って
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平成30年度　神経・筋疾患政策医療ネットワーク
研究発表会に参加して　　　　　
１あゆみ病棟　療養介助専門員　森　口　貴　文

　今回、「レスパイト患者の療養生活の維持・向上を目指して　～情報共有シート運用で得ら

れた効果と課題～」について発表させていただきました。会場では様々な神経筋疾患に関する

研究が発表されており、質疑応答を通して活発な意見交換が行われていました。パッドの当て方を工夫することで

尿漏れが減少し、コスト削減に繋がった事例や、長期療養における患者家族との関わりに関するもの等、興味深い

研究が多くありました。今回初めて発表者として研究会に参加し、とても緊張しましたが良い経験をさせていただ

き、また1つ成長できたと感じました。今回の参加による学びを、今後の病棟での患者との関わりや、自身の療養

介助専門員としての知識、技術の向上に生かしていきたいです。また、発表に至るまでの道のりを多くの方に助け

ていただきました。ご協力をいただいた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。

平成30年度「神経・筋疾患」政策医療ネットワーク協議会
中国四国ブロック研究発表会に参加して　

１あゆみ病棟　看護師長　姉ケ山　美貴子

　平成30年度は、南岡山医療センターで開催され、研究発表会には、当院から医師・看護師・

療養介助専門員・作業療法士17名が参加し、1演題の発表を行いました。発表会全体では、60

余名の参加と、様々な職種からの専門性を活かした多職種協同の17演題の発表がありました。ALS患者の退院支

援や、神経筋疾患患者の療養環境に関するものなど多岐にわたる演題で、活発な意見交換がされていました。

　令和元年度は、広島西医療センターが担当施設となります。研究発表や話題提供・問題提起を行い、討論の場と

なるよう、神経・筋疾患の診療、介助に携わる医師、看護師を含む多職種の医療従事者の方々に是非参加をしてい

ただきますようよろしくお願いします。

H30年度 神経・筋疾患政策医療ネットワーク研究会H30年度 神経・筋疾患政策医療ネットワーク研究会
日時：平成31年2月16日㈯　10:30～15:00
場所：南岡山医療センター
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本部構成員による情報収集

訓練総括の状況

　昨今、大規模災害を想定した訓練の必要性が高まり、特に災害拠点病院におけるＢＣＰ（災害時業務継続計画）
の策定に併せ、研修や訓練の実施も必須となっています。
　当院においても、ＢＣＰに関する院内研修を本年２月１３日に実施し、２月２０日大規模地震を想定した広島県
主導の「衛星電話・ＥＭＩＳ※入力訓練」に併せ、病院内の「災害対策本部設営訓練」を行いました。

※ＥＭＩＳ：広域災害救急医療情報システム
（訓練内容）　
①災害発生　廿日市市及び大竹市における大規模地震（震度６弱）を想定
②災害対策本部長、本部構成員の招集
③本部設営開始　ＴＶ、衛星電話、ＰＣ、ホワイトボード、ライティングシート等準備
④本部活動開始　病棟等安全確認、ライフライン現状把握　など
⑤衛星電話訓練　ＪＡ広総→当院→広島県
⑥情報整理・ＥＭＩＳ入力訓練
　訓練を行って参加者からは、日頃から常に災害を意識しておくことや情報収集の迅速性や重要性を再認識したと
の声が聞かれ、今後も継続的に災害時の訓練を行って参ります。

広島西医療センター事務部

災害対策本部設営訓練を行いました
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ここにも、そこにも、あそこにも、 いたるところに本がある 

どこでも図書室  本でおもてなし 
 

平成２３年にオープンした患者図書室「健康情報の泉」は、この４月で 8 周年を迎えました。 

「病院内に、ただ本が置かれている」、または、「医師ほか、職員のための図書室」はよくありますが、患者さん

たちの利用を目的とした「患者図書室」は珍しいです。 

「本に力を入れている？」というだけあり、病院内では、下の写真のとおり、図書室のみならず、待合室や病

棟デイルームほか、いたるところで本を目にします。 

外来患者さん、入院患者さん、ご家族の皆さん、すべての方のために、すぐ手に取れるところに「本がある」

という状態を作りたい、本で「おもてなし」をしたい、という思いから、自然と現在のようになりました。待合

室の本は診察待ちの気晴らしとして外来患者さんに。病棟デイルームの本は“図書室まで行くのが大変”という

入院患者さんに。それぞれ、ご利用いただいています。 

ちょっと大げさですが、―「本がある」という空間、それはどこでも図書室― もし、冊数が少なく、物足り

ない、と感じたら、患者図書室へ。たくさんの「病気や健康に関する本」や「小説、マンガほか、一般図書」が

あなたをお待ちしています。 

 患者図書室は患者さん、ご家族、どなたでもご利用できます。ぜひ、お気軽におこしください。 

利用時間：月～金（土日・年末年始・祝日をのぞく） １０時～１５時 

 

 

 

患者図書室 

売店 

患者図書室 
外科 待合室 

皮膚科 待合室 泌尿器科前 待合室 

心身症外来前 待合室 

東２病棟デイルーム 

イートイン 放射線科 待合室 

西３病棟デイルーム 西２病棟デイルーム 東３病棟デイルーム 

中央処置室 待合室 

正面玄関 
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期間：3月4日～ 3月22日（14日間）
学校：県立広島大学
名前：秋田　真保
　実習を通して、糖尿病教室や栄養管
理計画、献立作成など、病院の管理栄
養士の様々な業務を学ばせていただき
ました。あゆみ病棟での嗜好調査は特
に印象に残っており、他の実習先では
できない貴重な経験となりました。あ
りがとうございました。

期間：4月9日～ 4月9日（1日間）
学校：安田女子大学薬剤部6回生
名前：池田　雛子
　限られた短い時間ではありましたが、病院薬剤師
の仕事を肌で感じ、尾﨑副
薬剤部長先生の貴重なお話
もお聞きすることも出来、
満足の一日でした。お忙し
い中病院見学をさせて頂き
ありがとうございました。

期間：3月4日～ 3月22日（14日間）
学校：県立広島大学
名前：上野　汐梨
　14日間実習をさせていただきましたが、本当に
あっという間でした。1人1人の症状に合わせた食
事の内容、各イベントから、患者様に「食」を通し
て寄り添うという管理栄養士の役割について学ぶこ
とができました。とても貴重な経験をさせていただ
き、ありがとうございました。

期間：4月9日～ 4月9日（1日間）
学校：安田女子大学薬剤部6回生
名前：上野　茉莉
　薬剤部の中や病棟を見
学させていただき、病院
の雰囲気を感じることが
できました。就活の参考
にさせていただきます。
ありがとうございまし
た。

　平成から令和へと新しい時代となり、カフェショップも

５月10日㈮から「カフェ&フード　サンヒトリ」として旧

アンデルセン店舗地に新装オープンいたしました。

　メニューも豊富に取り揃えておりますのでご利用下さい。

営業日時：平日　午前９時から午後４時まで

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。

カフェ・フードショップが
オープンしました！

実 習 レ ポ ー ト
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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

■編集後記
　この4月から異動により、広報誌編集担当になりました経営企画係長の重政です。
　新年度がスタートし、通勤での装いもコートからクールビズへと変化していき季節の移り変わり・月日の経つ早さ
を身に染みて感じます。
　1日でも早く慣れ病院に貢献できるよう努力してまいります。よろしくお願いいたします。

（経営企画係長　重政　竜太）

＊八十八夜の縁起物＊
　～夏も近づく八十八夜～という歌を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは童謡「茶摘み」の
歌い出しです。八十八夜とは立春から数えて88日目を指します。（今年は5月2日でした。）
　八十八夜に摘まれたお茶は美味しいと言われるだけでなく、初物にあたる新茶を飲むと病気にならない、長生き
する、さらに「八」は末広がりなので縁起が良いといわれています。
　緑茶には抗酸化作用で知られるポリフェノールの一種のカテキンやアミノ酸のテアニン、アルカロイドのカフェ
インが含まれます。
　その中でも新茶にはリラックス効果のあるテアニンが二番茶、三番茶よりも多く含まれます。テアニンはお茶の
旨み・甘み成分でもあるので、新茶が美味しいと感じるのはこのテアニンが多く含まれるからです。

新茶の美味しい入れ方
①沸騰させたお湯を湯呑に移し冷まします。（80℃位が最もテアニンが抽出されます。）
②1人当たりティースプーン2杯（いつもより少し多めに）の茶葉を入れます。
③30～ 40秒蒸らし茶葉が開くのを待ちます。
④湯呑に少しずつ均等に最後の１滴まで注ぎます。

　新年度の疲れが出てくる頃ですが、美味しい新茶を入れて一息ついてみてはいかがでしょうか。

地域医療連携室実績報告

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

H29 72.5 65.9 68.1 69.7 61.2 69.5 75.3 70.7 69.6 69.9 56.5 73.8

H30 80.6 75.9 79.0 77.9 65.3 81.3 75.3 76.8 67.7 77.7 72.0 73.1
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H29 91.4 83.5 77.9 93.7 76.7 96.7 88.9 83.4 86.7 86.4 70.2 89.6

H30 102. 92.0 102. 111. 92.3 107 98.2 111. 100. 92.3 119 116.

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

0

100

200

300

400

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
H29 310 264 294 213 288 263 158 216 228 240 245 216

H30 234 208 202 167 235 139 378 382 258 227 331 298

28%

68%

1% 3%

栄養士のつぶやき栄養士のつぶやき 32 32
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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●
・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31年4月15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

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
循環器/内分泌代謝/血液
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
正木龍太郎
広大（呼吸器）

藤堂祐子/山中秀彦(消化管)
楠　正美（循環器）
角野　萌（血液）
藤原　仁（循環器）
倉恒正利（腎臓）
山本優美子
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・津田玲子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
石﨑　康代
嶋谷　邦彦
根木　　宏
辻　　駿矢

（永田義彦/渡邊　能）
神明　俊輔
鍵山　義斗
新甲　　靖
稲束有希子
広大医師AM

正木龍太郎
生田　卓也

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）
倉恒　正利

／
担当医

金子陽一郎
慢性外来
古川　年宏
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/（根木　宏）
神明　俊輔
淺野　耕助
新甲　　靖
稲束有希子

／

広大（総診）
生田　卓也
広大（呼吸器）
兒玉 英章（肝臓）
太田逸朗（内分泌代謝・糖尿病）
黒田芳明（血液）
中村秀志（循環器）
下村壮司(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・友森麻衣子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
米神　裕介
今岡　泰博

／
／
／

藤井　慎介
鍵山　義斗
新甲　　靖
稲束有希子

／

生田　卓也
正木龍太郎
広大(血液)

藤堂祐子（消化管）
／

角野　萌（血液）
藤原　仁（循環器）

／
檜垣　雅裕

黒田　　龍

倉恒　正利
太田　逸朗

／
金子陽一郎

／
古川年宏・友森麻衣子
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

根木　宏/（渡邊　能）
神明　俊輔
淺野  耕助
／

稲束有希子
／

正木龍太郎
生田　卓也
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）
黒田芳明（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・津田玲子
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

／
嶋谷　邦彦
石﨑　康代
永田　義彦
根木　　宏

渡邊　能/（辻　駿矢）
神明　俊輔
淺野　耕助

／
／
／

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

月曜日（　）手術

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


