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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
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　この度、7月1日付けで統括診療部長を拝命致しました淺野耕助と申します。平成４年

広島大学医学部を卒業後泌尿器科医として臨床に従事し、県立広島病院、広島市立安佐

市民病院等を経てここ広島西医療センターには平成20年に着任、泌尿器科診療やがん緩

和ケアに携わってきました。地域の皆様はご存じのように、大竹市で泌尿器科専門の診

療ができるのが当院のみであることより、泌尿器科疾患の入院での手術や薬物療法はも

とより、外来診療でかかりつけ医の役割も果たせるよう

尽力してまいりました。

　着任後11年を経て、前任の新甲先生の副院長就任に伴

い現職を命じられた次第です。これまでの泌尿器科診療

はもとより、これからは役名の如く診療部全体の統括を

通じて、地域の皆様に良質な医療サービスを提供し健康

な生活を送っていただけるよう、微力ながら邁進する所

存でございます。

　どうぞご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。

　私は大学卒業後、血液疾患を主とした研修と共に短期間ながら藤田保健衛生大学や米

国企業で基礎研究に携りました。その後広大病院、広島市民病院勤務を経て、2004年か

ら当院内科でお世話になっています。

　当時から、機構グループの指揮する治療研究や公的資金獲得による院内遺伝子検査が

行われており、その成果は国際学会で発

表され実臨床の手順として採用されるなど、医師や検査技

師の活発な活動が目を引きました。患者さんへ即還元でき

る臨床研究への多職種の取組は、機構病院グループの特徴

の一つです。奥谷院長の指揮のもと臨床研究部が発足し、

その適切な運用のための教育や支援制度が整備されてきま

した。

　このような活動は、限られた医療資源の地域医療におい

ても、医療の質の向上、動機付けや自信につながっている

ことを実感しております。

　引き続き整備していきますので、職場に活力を与えるも

のとして気楽に取り組んでいただきたく思います。

統括診療部長　淺　野　耕　助

統括診療部長就任あいさつ統括診療部長就任あいさつ

臨床研究部長　下　村　壮　司

臨床研究部長就任あいさつ臨床研究部長就任あいさつ
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　令和元年6月26日、医療安全管理

研修を行いました。テーマは、「危

険薬について」。今年から広島西医

療センターで働く新人看護師を対象

に新人50名、院外2名、他11名の計

65名の参加があり、普段から特に

気を付けなければならない身近な危険薬について講義を

しました。勤務後の研修でしたが、一人ひとりが今後働

くうえで何度も関わる危険な薬剤につての内容で、講義

形式の研修でしたが最後まで集中して聞いて頂けたと思

いました。

　特に、見た目が類似した効果の違う医薬品の紹

介や保管管理を間違えれば、麻薬取締法に影響す

る「麻薬の取り扱いについて」に力を入れて説明

をしました。また、高カロリー輸液バッグの隔壁

の開通などを実際体験していただきました。

　毎年行っている研修ですが、アンケートの結果

から、今後も色々な疑問点などを追加しながら、

経験に関係なく看護師さんに受けてよかったと思

われる講義にして行きたいと思います。

アンケート結果から

●期待が満たされたか ●今後に役立てられるか

中　島　　　淳薬剤師

「取り扱いを間違えれば危険な薬剤について」の研修「取り扱いを間違えれば危険な薬剤について」の研修
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　当院糖尿病患者会「（D）どうじゃ（M）みてみんさい会」のバイキング昼食会を6月12日開

催しました。「季節の野菜を取り入れよう」をテーマにこれからおいしくなる夏野菜をふんだ

んに使った和食をお出ししました。

　茗荷など薬味をたくさんのせた、ちょっとピリ辛変わりダレ冷奴や生姜や梅を使った肉・魚

料理など食欲の落ちがちな暑い季節に食べやすいものを当院調理師が腕によりをかけて振舞い

ました。もちろん、栄養バランスはばっちりです！ 

　昨年からレシピも配布しているのでご自宅でも簡単に同じものが作れます。

　たくさん食べたい方には嬉しい恒例の野菜サラダ取り放題も健在です。

　患者さんの中にはリピーターも多く、「毎回違った料理を見るのが楽しい」「家での参考になる」「思ったよりボ

リュームがある」「他の患者さんと交流ができて嬉しい」などとご好評いただいています。

スタッフによる
恒例の糖尿病劇場
「おもしろかった！」
といつも以上に
好評でした。

ご家族あわせて過去最高の36名に参加していただきました。
次回は11月13日㈬開催予定です。気になる方は是非来てみて下さいね。

まずは自分にあったエネルギー量を確認し、
ご飯の量を量ります。
おかずは料理の説明をしながら一緒に選ぶの
で初めて参加する方も安心です。

豚肉の生姜焼き

スズキの梅香焼

冬瓜のすまし汁

サラダバイキング

ゴールデンキウイとデラウェア

自分で量るご飯

栄養管理室　藤　井　香　澄栄養管理室　藤　井　香　澄

糖尿病患者会「（D）どうじゃ（M）みてみんさい会」糖尿病患者会「（D）どうじゃ（M）みてみんさい会」
第12回糖尿病バイキング昼食会を開催しました！第12回糖尿病バイキング昼食会を開催しました！
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大勢の方が来てくださいました

衣装替えが鮮やかでした

のっちさん：横を向いて歩こう

何度も歓声と拍手が起きました

　５月15日㈬と16日㈭に春行事「さあ！新しい出発を皆で祝おう～春の音楽フェスティバル

～」がおこなわれました。15日㈬の屋外での音楽コンサートは、「ウクレレ」「フラダンス」「太

鼓」の三組のボランティアの方々に来ていただき演奏を披露していただきました。

　第１部は、全国で活動されているウクレレ奏者の「のっち」さんに歌を披露していただきま

した。ひとつひとつ心に響いてくる歌詞や力強い歌声に感激された方々も多かったのではない

でしょうか。第２部は、団体名「フラ・フイ・オ・ナー・プア・レア」の皆様にフラダンスを

披露していただきました。総勢20名の圧巻の踊りに目の前がパッと鮮やかになったのを担当者もよく覚えています。

また、曲ごとに変わる衣装に「きれい、華やか」とつぶやかれていた方々も多かったように感じます。第３部は、

42年前から廿日市市大野の地域で親しまれている「烏神太鼓（うじんだいこ）」の皆様に太鼓を披露していただき

ました。お腹の底に響いてくる太鼓の音の迫力や烏のように舞う姿に何度も「お～」という歓声と拍手が起きてい

ました。さらに、ボランティアの方々からは、「ブラボー！のかけ声が嬉しかった」「またいつでも呼んでください」

とのお言葉をいただき担当者として大変嬉しく思っています。

　16日㈭の居室訪問では、テーマの「新しい出発」にちなんで新元号「令和」のお話を紹介しました。新任の職員

に「昔の詩人」に仮装してもらい、元号のもとになった詩を詠んでもらったことが好評で、利用者の方々が興味津々

で聴いておられたのが印象的でした。療育指導室職員もあゆみ・若葉病棟ともに普段関わりの少ない利用者の方々

と会って話をすることができ、素敵な時間となりました。

　今回の春行事は、ジャンルの異なるボランティアの方々をお招きする新たな試みでした。皆様にとって、楽しく

刺激ある行事となっていたならば幸いに思います。

児童指導員　上　田　祐希菜児童指導員　上　田　祐希菜

春　行　事 さあ！新しい出発を皆で祝おう～春の音楽フェスティバル～
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1000人以上の町民が力を合わせて作
る、国内最大級のしめ縄でお馴染みの
大社。祀られている神様が西側を向い
ていることから、実は反時計回りに参
拝する方が正しいそうです。
早朝とは思えない人の多さで、出雲大
社の底知れぬパワーを感じました。

福山市の鞆の浦を彷彿とさせる、穏や
かで優しい雰囲気をまとった常夜灯。
近くでおばあちゃんがずっとイカを焼
いており、その香ばしい匂いにやられ
てつい食べましたが、とんでもなく美
味でした。
『烏賊の味　忘れで帰る　美保の関』

　高浜虚子

商売繁盛や、海に携わる人の安全や大
漁祈願を約束する「美保神社」。
ここに祀られているのは、出雲大社の
大国主命の子供（恵比寿様）と妻（三
穂津姫命）２人の神様です。出雲大社
（親の神様）→美保神社（妻と子の神様）
の順で両方の神社をお参りすると、よ
りよい御利益に恵まれると言われてい
ます。

①出雲大社（島根県出雲市）

②美保神社（島根県松江市）

③美保関の常夜灯（島根県松江市）

高さ30m、長さ45mの鉄製吊り橋。
丈夫そうに見えても、歩くと意外なほ
ど揺れます。
橋から下を見ると、あまりの高さに足
がすくんでしまいそうです。
雄大な山の真ん中にあるので眺めは抜
群。秋には紅葉スポットとしても楽し
めます。

④大山滝吊橋（鳥取県琴浦町）

1990年に「日本の滝百選」の一つに
選ばれています。
一向平（いっこうがなる）キャンプ場
から約1.8㎞、片道約1時間ほどのハイ
キングを楽しんだ先で出迎えてくれま
す。元は2段の滝だったものが、滝の
勢いで岩が削れて今は3段の滝に変化
したそうです。

⑤大山滝（鳥取県琴浦町）

次ページは愛媛県へ

にっしーくんにっしーくん

GW旅行記旅行記

島根県島根県

鳥取県鳥取県
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街のどこからでも眺めることができ
る、まさに松山市のシンボルともいえ
る松山城。
城下には堀之内公園という広大な公園
や、愛媛県美術館・武道館が立ち並ん
でおり、市民が日常的に訪れている、
とても親しみ深い場所なのです。

⑥松山城（愛媛県松山市）

明治時代から、世代を超えて今もなお
愛され続けている「道後温泉」。
手塚治虫さんの「火の鳥」とコラボレー
ションした「道後REBORNプロジェ
クト」と称して、保存修理工事をしな
がらも営業を続けており、大勢の入浴
客で賑わっておりました。

⑦道後温泉本館（愛媛県松山市）

かつては「道後八幡」とも呼ばれてい
た、全国に三例しかない八幡造りの美
しい神社。
道後温泉のすぐ裏から、えげつない石
階段を登って参拝することができま
す。心願成就（神や仏などに心から祈っ
ていると、願いはかなえられるという
こと。）にあやかることができる、と
ても懐の深いパワースポットです。

⑧伊佐爾波神社（愛媛県松山市）

愛媛県愛媛県

　6月6日㈭、当センター内で大竹市医師会主催の第44回イブニングセミナーが地域の医療機関か

ら17名、当センターから15名、合計32名の参加のもと開催されました。

　今回のセミナーは、平成30年度診療報酬改定で新たに「抗精神薬処方の適正化」を図ることを

目的として開催されたものです。具体的には抗精神薬の多剤投与やベンゾジアゼピン系の長期処

方について、多剤処方時の報酬水準の適正化を図るため、医師と薬剤師等がより連携して減薬に

取り組んだことを評価することへの対応になります。

　当日は、当センターの牧野医長（脳神経内科）から「睡眠薬・抗精神病薬の適正使用について」の講義と小玉認知

症看護認定看護師から「非薬物療法、ケアの方法」の講義があり

ました。

　今回のセミナーを通して、参加者の関心の高さに驚くとともに、

事務職の私自身にとっても抗精神薬処方について少しだけではあり

ますが、知識向上が図られたのではと考えます。

　このセミナーは今回で44回目の開催となりました。今後も地域の

医療従事者や関係者を対象としたセミナーが続きます。今後とも多

くの方に参加していただきますようよろしくお願い申し上げます。

重　政　竜　太
企画課 経営企画係長抗精神薬処方の適正化への取り組み抗精神薬処方の適正化への取り組み

～ 第44回大竹イブニングセミナー～ 第44回大竹イブニングセミナー
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　大竹高校では1年次に、「産業社会と人間」という科目があり、自己の「在り方・生き方」を

探り、進路目標を明確にし、進路決定に際して、必要な能力と態度を育成する授業があります。

　今回「ザ・プロフェッショナルズ」として保育士、美容師、イラストレイターなど様々な職

種の代表が選出され、私は看護師の代表として講義させていただきました。

　講義では、パワーポイントを使用し、当院で実際に働いている看護師の写真を載せイメージ

しやすいように工夫しました。実際に、学生に白衣を着用してもらったり、聴診器で胸の音を

聴いてみたり、バックバルブマスクを押してもらう等、体験も交えて行ったことで、学生から「看護師になった気

分がしました。看護師になりたいという気持ちが強くなりました。」との反応が見られました。看護師の仕事の内

容を理解し、仕事の厳しさや楽しさ、また個々の持つ夢の実現に向けてどのような学習が必要かを知り、これから

の高校生活を送ってもらいたいと思います。

　看護学生ではなく、看護の道を選ぶ前の学生に対して看護

師の仕事について講義することは、将来の仕事に影響するか

もしれないという責任があり緊張しました。しかし、自分も

看護について振り返ることができ貴重な経験をすることがで

きました。今回、講義を受けた生徒が看護師になり一緒に働

くことを楽しみにしていきたいと思います。

＊天然魚と養殖魚の違い＊
　近年は某大学などを中心に養殖技術の研究が進化し、様々な種類の魚を美味しく
養殖できるようになってきています。
　一般的に養殖よりも天然の方が美味しいというイメージをおもちでは? 「天然」は
自然の中で育ち、必然的に筋力が必要となり身がしまり、旬になれば脂がのり美味
しいことは間違いない。しかし旬でなければ味も落ち、漁場や個体によって品質差が出てしまうという問題がありま
す。対して「養殖」は管理された環境の中、決まった量のエサが与えられ、身のしまりは天然に劣っている部分もあ
るとおもいますが、年中脂のりがよく、年間を通して高品質のものを食べることができます。
　又、ゴマ油やハーブを加えたエサを与えることで、より美味しい養殖魚を育てようと研究され、単なる養殖ではな
くブランド化する動きもあります。
　当然、旬は天然が美味しく、少し時期のずれたものや調理法によっては養殖のものが好まれることもあると思わ
れます。養殖の脂ののったものを好む方もいれば、天然の身の締まりを好む方もいるので、魚種ごとに食べ比べて自
分の好みを見つけるものも楽しいものですよ。
　栄養面では、天然は様々な小魚や甲殻類などを捕食する為、育つ際の栄養バランスがよく、其々の魚種に見合っ
た栄養価になります。対して、今までの養殖では決まったエサしか与えられない為、最終的な出荷の際の栄養価にも
偏りが生じることもあります。現在ではエサの栄養価をコントロールできるようになり、養殖の方が栄養価の高いと
の説もあります。
　安全面については養殖のものがよりリスクがないといえます。天然の場合はどこで水揚げされたかはわかっても、
どこで育ったか、どんなものを食べたかが分からず、有害物質などが生物濃縮されている場合もあり得る。対して、
養殖のものはどこで育ったかも分かり、与えられるものが限定されているため寄生虫の心配もなく、生物濃縮の心配
もない。このような点により安全面では養殖に軍配があがるのではないでしょうか。
　価格面は、ご存じのとおり天然が高価です。皆さんはどちらがお好みでしょうか??　

２あゆみ病棟　副看護師長　木　村　貴　司

令和1年「ザ・プロフェッショナルズ」に参加して令和1年「ザ・プロフェッショナルズ」に参加して

栄養士のつぶやき栄養士のつぶやき 33 33
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広島西医療センター祭りについて
（中止のお知らせ）

　毎年10月に開催しておりました「広島西医療センター祭り」（昨年

は雨天中止）につきましては、職員皆様や関係者の方々のご尽力により、

これまで永きに渡り開催して参りましたが、諸般の事情によりやむな

く今後の開催を見送ることとさせていただきます。

　祭りを楽しみにしていた方々には誠に申し訳ありませんが、何卒ご

理解の程よろしくお願い申し上げます。

期間：6月3日〜 6月14日（10日間）
学校：安田女子大学
学部・学科　家政学部・管理栄養学科
名前：東　芙由美
　貴院で実習することで、展開食や栄
養管理計画書の作成など病院の管理
栄養士が行う業務に時間がかかりす
ぎて私の力不足を痛感致しました。皆
様のように素早く作成できるようにな
るため頑張りたいと思います。

期間：6月3日〜 6月14日（10日間）
学校：安田女子大学
学部・学科　家政学部・管理栄養学科
名前：仲　瑞貴
　管理栄養士の方がどのような仕
事をされているか実際に見て、献立
作成や材料の受注・発注・食札作り
や栄養管理計画書作りなど様々な
仕事がある中で無駄なく作業をして
いて、とても刺激を受けました。

期間：6月17日〜 6月28日（10日間）
学校：広島女学院大学
学部・学科　人間生活学部　管理栄養学科
名前：湯野　永梨佳
　実習を通して、カルテだけでなく、実際に患者様
のもとへ行き、自分の目で見て
栄養管理をしていくことが大切
だと感じました。2週間という
短い期間でしたが、本当にあ
りがとうございました。

期間：6月17日〜 6月28日（10日間）
学校：広島女学院大学
学部・学科　人間生活学部　管理栄養学科
名前：棚田　英実
　NST回診の見学をさせて頂き、多職種とどのよう
に連携されているのか、また、その中での管理栄養
士の役割を知ることが出来ました。他にも貴重な経
験をさせて頂き、沢山学ぶことが出来ました。この
学びをこれからに活かしていきたいです。2週間あり
がとうございました。

期間：6月17日〜 6月28日（10日間）
学校：広島女学院大学
学部・学科　人間生活学部　管理栄養学科
名前：岩下　沙羅
　実習を通して学校の授業で学ぶこ
とができないことを体験することがで
き、とても勉強になりました。また、
食事の面から治療に携わることができ
る仕事であるということもわかりまし
た。ありがとうございました。

期間：6月3日〜 6月14日（10日間）
学校：安田女子大学
学部・学科　家政学部・管理栄養学科
名前：清地　真記子
　2週間お世話になりました。短い期間でしたがたく
さんのことをご指導いただき、学校で
は学ぶことのできない多くのことを学
ばせていただきました。今回のこの貴
重な経験を今後に活かしていきたいと
思います。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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知ってほしいな みんなの図書室
―おかげさまで 周年―

広島西医療センターでは患者さんやご家族が医療に関することを自由に調べられるように患者図書室を設けていま

す。昨年度の来室者数が 名と多くの方にご利用いただき、心より感謝しております。新しい図書も積極的に購入

し、蔵書数は医療に関する図書が約 冊、小説やマンガなどの一般図書が約 冊。当初に比べるとかなり増

えました。

“入院患者じゃないけど、利用できますか？”と聞かれることがあります。患者図書室はどなたでもご自由に利用でき

初めての方も、どうぞお気軽におこしください。ます。

開館時間 月～金曜日（ 時～ 時）※祝日、年末年始をのぞく

場所 階正面玄関から入って直進 先

貸出対象 医療に関する図書は、入院患者さんと、そのご家族

※通院患者さんには診察待ちの時間のみ、貸出しています

小説ほか一般図書は、どなたでも貸出できます

貸出期間 週間

その他のサービス ①東西病棟への移動図書サービス（毎週金曜日）

②一般図書の出張図書（各待合室・東西病棟デイルーム）

※ 週間に 度、本を入れ替えます

③病気や治療に関するパンフレットやリーフレット

④インターネットが使えるパソコンコーナー

⑤クイズやぬりえ、おりがみなど

※患者さん、ご家族の気晴らしに

～図書室内のようす～

【病棟デイルームの出張図書】

来室が難しい方へ

【一般図書コーナー】 【マンガコーナー】

約 冊

【医療図書コーナー】

【学習コーナー】

左は を鑑賞できます

【パソコンコーナー】

医療情報の検索に

※8月より休館日が増えます。土日・祝日・年末年始・第2月曜日は休館します
　（8月は8/26、9月は9/9）（祝日と重なる場合第2月曜日は第4月曜日が休館となります）
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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

地域医療連携室実績報告
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■編集後記
　今年も厳しい暑さがやってきてしまいました。
自宅では、熱中症対策として冷房を付け、日々快適に過ごしています。が、そのまま寝てしまい、翌朝喉が非常に痛
むことが多いです。
熱中症はもちろんですが、冷房のかけすぎにも注意して、夏を乗り切りましょう。

（企画課医事　入院係　岡田　拓）

HIPRACの連携医療機関に
登録されました!!

地域医療連携室

※HIPRAC…広島がん高精度放射線治療センター
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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

令和元年7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

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


