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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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　当院では、今年の4月1日より2名
の腎臓内科医が勤務する体制に変
わりました。地域医療の一端を担う
ことが出来るよう、微力ながら尽力
して参りたいと思います。
　今年から2名体制に変わった理由
の一つは、7月1日から当院に血液
浄化センターが開設されたことに
あります。当院の血液浄化センター
は、全10床で運用され、フューチ
ャーネットという、安全性が極めて
高い透析制御システムを用いて運
用しています。初めて血液透析療法
に従事するスタッフも多く、期待と不安の中の船出ですが、確実に、出来るだけ早く、安全で快適な血液
透析療法が提供できるよう、日々研鑽していきたいと思います。
　血液透析療法を行うに当たり、透析治療用の血管であるバスキュラーアクセスの手術やカテーテル治療

（PTA）も当院で行うことが出来る体制を整え、より患者さんの期待に応えられるよう治療の幅を広げてい
きます。バスキュラーアクセスの手術は腎臓内科医である平塩と、本年から当院に勤務することになった
形成外科の藤髙医師が担当します。腎臓内科医がバスキュラーアクセス手術を行うことは珍しくなく、広
島県下の主要な総合病院でも、術者が腎臓内科医である施設は多く見られます。当院もそれらの仲間入り
を果たすことが出来ました。またPTAによる血管内カテーテル治療については、長年培ってきたスキルを
活かし、当院でも積極的に実施していきたいと考えています。これらの血液透析に関わる様々な体制を整え、
保存期の腎機能障害、末期腎不全を診療してきた一環として、当院でバスキュラーアクセスの手術を行い、
血液透析導入を行い得る体制となりました。導入後バスキュラーアクセスのトラブルがあれば、手術的な

修復も、カテーテルによる治療も可
能です。保存期から透析期まで一貫
して当院で対応が可能になったので、
医療圏内の腎疾患患者さんの期待に
少しでも添えるようになればと思っ
ています。
　一方、4月以降で腹膜透析療法の導
入も行いました。腹膜透析療法は、本
邦の35万人弱の透析人口の中でわず
かに3％を占めるだけの少数派の治療
法です。しかし腹膜透析療法は、透
析導入後にも自尿の排泄が残り、若
干の尿毒素排泄能が維持される治療
法です（これらを残腎機能と表現し

腎臓内科　平　塩　秀　磨腎臓内科　平　塩　秀　磨

『血液浄化センター』を開設しました。『血液浄化センター』を開設しました。腎臓内科 紹介腎臓内科 紹介
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ます）。そのため、血液透析療法に比し、血行動態への影響が少なく、生体機能への影響は血液透析療法よ
りもマイルドと考えられています。そして通院回数は、血液透析療法が週に3回であるのと比較し、腹膜透
析療法は月１～ 2回で済むという利点もあります。自宅で機械を患者さんが自分で操作しなくてはならない
ので、そこがハードルとなることもありますが、適応のある患者さんには、本治療法も積極的に勧めてい
きたいと考えています。
　加えて、適応がある患者さんがいらっしゃれば、これまでの連携の実績を活かして、大学病院における
腎移植療法も選択肢として十分に説明していきます。当院の患者さんにとって、移植医療へのアクセスが
容易になるよう、配慮して診療していきたいと思います。
　しかし、最も重要なのは、透析や腎移植を必要としない診療だと思います。そのため、腎機能障害を診
るにあたって、『尿蛋白』と『eGFR』の評価が肝要です。
　腎機能障害を悪化させる主因は『尿蛋白』です。尿蛋白が多い症例の腎予後は極めて不良と言われてい
ます。尿検査で定性検査（＋や－）だけではなく、定量検査（随時尿蛋白/随時尿クレアチニン比 g/g・Cr比）
を是非ご活用下さい。尿定性検査は、尿が濃いか薄いかで、偽陽性にも偽陰性にもなり、正確性を欠きます。
定量検査は、尿中クレアチニン濃度で補正するため、偽陽性も偽陰性もありません。尿蛋白定量検査で異
常がみられ、且つまだeGFRが低下していない時期が、将来的な腎不全を予防しうる最大のチャンスです。
特に若年の患者さんにおいては、尿蛋白陽性所見への積極的な介入が死活的に重要です。
　また、腎機能をクレアチニンやeGFRで評価されると思いますが、健診でeGFRが60mL/min/1.73m2を
超えてさえいれば、異常なしと記載されてしまいます。eGFRが60mL/min/1.73m2を上回っていても、例
えば経年的に90➡80➡70と悪化傾向が見られる場合には、是非一度当科にご紹介下さればと思います。
これらのCKD診療を行うことによって、当院で開設された血液浄化センターがフル稼働『しない』で済む
ことが、地域医療の向上に資する医療なのではないかと考えます。
　血液浄化センターを含めた当院の腎疾患診療は、まだ始まったばかりの状態ですが、行く行くは広島西
医療センターと言えば腎疾患診療が特色、と思われるよう診療に尽力して参りたいと思います。これから
も何卒宜しくお願い致します。
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【療育指導室とは】
　療育指導室は児童指導員・保育士が配置されており、「福祉学（社会）」・「教育学」・「心理学」・「保育学」
を基盤とし、利用者の状態・ニーズにあった支援を目指し取り組んでいます。
　対象者は主に重症心身障害児（者）・神経筋疾患の方で、若葉病棟（重症心身障害児者120床）・あゆみ病
棟（神経筋疾患120床）の長期契約入院の方に対して支援しています。　　
　支援内容としては、療育活動（療育計画と実践、行事の企画・実施等）、日常生活支援、福祉に関する相
談支援を行っています。生活の質を向上させるため、下記の活動とあわせて、個別支援計画に基づいた支
援を多職種共同のもと実施していきます。

【療育活動】
○グループ療育・病棟療育・個別療育など

年間計画のもと集団や個別の関わりを設定し、楽しい・寄り添う時間を大切に、皆との一時を共有・共
感できるように支援していきます。

　例：朝の会、お部屋療育、個別の関わり、デイルームでの活動
　　　グループ活動（将棋クラブ、写真クラブ…）　などなど

○外出・院内行事
　生活空間の拡大やQOL向上を図るとともに、四季折々の自然を感じて頂けるよう、院外への外出にも取
り組んでいます。
　また、様々な行事を通して新しい季節の訪れを感じたり、人生の節目をお祝いしたりしながら過ごして
いただけるよう計画・実施していきます。
　例：＜院外＞福祉車両等を利用し、公園や買い物にお出かけします。
　　　　　　　院外に行かれなかった方等は、院内散策等を計画し実施します。
　　　＜行事＞春・夏・秋・冬での季節の行事、還暦や成人式のお祝い行事もおこないます。
　

療育指導室長　下 茶 谷　　晃療育指導室長　下 茶 谷　　晃

コメディカル紹介コメディカル紹介 療 育 指 導 室療 育 指 導 室
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療療養養介介護護ササーービビスス

（（20歳歳以以上上））

療療養養介介護護ササーービビスス

（（18・・19歳歳））

どのサービスの利用を

考えていますか？ 契約の締結や、

財産管理等ができますか？

成成年年後後見見制制度度をを

利利用用ししてていいまますすかか？？

医医療療型型障障害害児児入入所所支支援援

（（指指定定発発達達支支援援医医療療機機関関）） 保保護護者者とと契契約約

成成年年後後見見人人等等がが

契契約約をを代代行行

本本人人とと契契約約

ご本人での契約の締結、財産
管理等が困難な場合は、成年
後見制度の利用をお勧めしま
す。
詳しくは療育指導室又は地域
医療連携室までご相談下さい。

相談して
下さい！

◎◎療療養養介介護護ササーービビスス
対対象象者者：： ①筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を

行っている方であって、障害支援区分が区分６の方
②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分５以上の方 等

申申請請窓窓口口：：各市町村福祉課

◎◎指指定定発発達達支支援援医医療療機機関関（（医医療療型型障障害害児児入入所所支支援援））
対対象象者者：：肢体不自由児・重症心身障害児の方

申申請請窓窓口口：：こども家庭センター（児童相談所）

家庭裁判所が選任した者（成年後見人等）が、本人にかわって法的手
続きや財産管理を行うことで、患者様本人が安心して生活を送れるよ
う支援する制度です。
申申請請窓窓口口：：家庭裁判所

当院における契約入院は、本人又は、成年後見人等、身元引受人
（ ・ 歳の方）、保護者（ 歳未満の方）の方と契約を結んで
入院していただきます。精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症
など）により判断能力が十分でないため、ご本人での契約の締結、財
産管理等が困難な場合は、成年後見制度の利用をお勧めします。

ご不明な点は
療育指導室
地域医療連携室に
ご相談下さい。

ああゆゆみみ病病棟棟・・若若葉葉病病棟棟ととはは？？
障害者総合支援法・児童福祉法の福祉サービスによる病棟です。

医療、看護、リハビリ、生活支援、療育指導などを提供する病棟です。

入院には各福祉サービス
の申請・交付が必要です。

「「一一般般病病棟棟」」、、「「ああゆゆみみ病病棟棟（（神神経経・・筋筋・・難難病病セセンンタターー））」」、、「「若若葉葉病病棟棟（（成成育育心心身身障障ががいいセセンンタターー））」」のの３３つつのの病病棟棟ががあありりまますす。。

　日ごろの活動や行事等については、新型コロナ等の感染症流行状況により、時間・場所・人数を考慮し
て実施しています。
　また、ご家族等の面会については、新型コロナ感染症の流行状況により、段階的に制限を設けて面会（直
接・リモート）をして頂いております。

【その他】
○短期入所（若葉病棟）
　家族の方が、病気、出産、冠婚葬祭、家族の行事などのために、介護が一時的にできないとき、あるい
は休養したいときに利用いただけます（市町が発行する受給者証が必要です）。また、短期入所利用中に日
中活動支援（療育）として、利用者・ご家族の希望を伺いながら支援していきます。

○参　考
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　2021年4月から形成外科を新設しました。形成外科は、まだ聞きなれない方も多いかと思います。名前
通り、形を作り、失われた組織を再建することを目的とする診療科です。
　特定の臓器や器官を対象とせず、身体に生じた異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、
あらゆる手法や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることによって、
みなさまの生活の質 "Quality of Life" の向上に貢献します。
　例えば、先天的に耳が埋没している事があります。マスクが必
須な現在、マスクがかけれず非常に不自由ですが、手術で治すこ
とができます。

　また、生まれつきある
大きなほくろも、周囲の目を気にせず生活できるように皮膚移植
などを行い、治療します。
　2018年から新専門医制度が開始されました。２年間の義務の研
修を終えた初期研修医は、新制度以前は、好きな科に進むことが

できましたが、これからは19ある基本的な診療科のいずれかに進まなければなりません。形成外科は、そ
の基本的な診療科の一つを担っています。基本的な診療科の一つとなった理由は、外傷など皮膚外科を中
心とした皆様の非常に身近な疾患が、形成外科の対象だからです。しかしながら、地方には形成外科が少
なく、専門的な形成外科治療が受けられず、あきらめたり、我慢している患者様が多くいます。これから
はどこでも、専門的な治療を受けられるように形成外科が広がっていくことが重要だと考えています。
　形成外科が扱う身近な病気は、けが(外傷)、やけど(熱傷)、きずあと、とこずれ(褥瘡)、なかなか治らな
い皮膚潰瘍、顔面骨骨折、うまれつきの病気(先天奇形やあざ)、皮膚腫瘍(ほくろ、粉瘤、脂肪種などの良
性腫瘍や皮膚がん)、巻き爪、眼瞼下垂、腋臭症(わきが)など多岐にわたります。美容外科も形成外科の扱
う分野です。
　身近な病気の一例を示します。
陥入爪や巻き爪…陥入した爪を切除し爪母（爪が生える部分）をフェノー
ルという薬品で２度と生えないように処理します。
脂漏性角化症（老人性いぼ）…高周波メスで短
時間のうちに治療できます。
ケロイドや肥厚性瘢痕…手術や注射で痛みから
解放されます。
　また、最近注目される再生医療も人工皮膚と
いう形で、形成外科の日常診療で使用していま

す。なかなか治ら
なかった傷も、こ
の再生医療で改善が期待できます。当院では、人工真皮にサイトカインであ

るbFGFという薬品を併用し、最先端の再生医療を行っています。
　地域の皆様が、広島市内や岩国まで通院しなくても、近くの病
院でアットホームな良質な医療が受けられるようしたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

形成外科　藤　髙　淳　平形成外科　藤　髙　淳　平

形 成 外 科 紹 介形 成 外 科 紹 介
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こちらが入口ですこちらが入口です

ここでワクチン接種しますここでワクチン接種します

会場前会場前

こちらが出口ですこちらが出口です

接種直後の休憩スペース接種直後の休憩スペース

受付受付

　何だろう！このプレハブは！これがワクチン接種会場！
　そうです。このプレハブが大竹市集団接種会場です。
　この日、令和3年4月14日㈬から3日間で当院の外来駐車場に
集団接種会場用のプレハブが搬入されました。4基のプレハブを
渡り廊下でつなぎ、300m2の広さを超える集団接種会場がここに
誕生しました。
　政府が取り組んでいる新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策のうち、新型コロナウイルスワクチン接種（以下「コロナワ
クチン接種」）が始まりました。
　大竹市でもおよそ９千人の方が、新型コロナウイルスワクチ
ンの高齢者向け接種の対象となります。皆様がこの記事をご覧
になっているころには全国の各地方自治体もコロナワクチン接
種を進めるため準備も終わり、コロナワクチン接種が順調に進
んでいることだと思います。

　大竹市でも5月10日㈪から65歳
以上のコロナワクチン接種が始まり
ました。この日は大竹市長もコロナ
ワクチン接種に来院されました。マ
スコミ各社も取材に訪れてその様子
はニュースで放送され、市民の関心
の高さがうかがえました。
　コロナ関連のニュースが報道され
ない日はありません。そうした中で

コロナワクチン接種の最前線であるこのプレハブに関わることができたことは医療従事者冥利に尽きます。
　このプレハブでは多い日で240人
くらいの方がコロナワクチン接種を
受けます。コロナワクチン接種をス
ムーズ行うために様々な業種と多く
の職種の方たちが尽力しました。関
係者の方々に心より感謝申し上げま
す。最後に、一日も早くコロナ禍が
収束し、このプレハブが不要になる
日が来ることを切に願います。

搬入時にはクレーン車がきました搬入時にはクレーン車がきました

業務班長　星　原　昌　美業務班長　星　原　昌　美

集 団 接 種 会 場集 団 接 種 会 場 ～プレハブ設置～
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　この度、看護師特定行為研修センターを開講する運びとな
りました。
　看護特師定行為の研修制度が始まったのは、2015年10月
と聞いております。通常の診療の中では、医師のみにしか
許されていない診療行為は非常に沢山あります。そのよう
な中、特別な研修を修了した看護師に保助看法で許可され
る特定行為として、21区分38行為が指定されました。38行
為の中には、本来医師のみが行っていた判断に難しい処方・
薬物投与などや、比較的侵襲の大きいカテーテル挿入など
の行為が含まれます。研修修了した看護師は医師の総括的
指示で、それらの行為を行うことが出来るようになります。
すなわち、医師がその場に居ない場合でも迅速で適切な対応
が可能になります。これは、厚生労働省が挙げた3身一体改
革の医師の偏在（不足）解消、働き方改革の促進の一助にな
ることが期待されていると思います。当院では、在宅・慢性期領域の４区分、７行為（呼吸器関連、胃ろ
うなどのろう孔関連、褥瘡などの創傷関連、栄養・水分の薬剤投与関連）について研修していただきます。
在宅診療に関しては、3身一体改革のもう一つの柱である地域医療構想を考える上でも欠かせない機能であ
り、当院のパッケージ研修はまさにタイムリーな内容であると自負しております。
　特定行為研修指定機関は、広島県で現在4施設あります。2019年に広島大学、昨年2020年に、当院と呉
医療センター、そして今年福山医療センターが厚労省から指定を受けております。
　当院は今年度が初めての開講となります。7 ヶ月後の12月に笑顔で受講者を送り出せるよう、努めてま
いりたいと考えております。

看護師特定行為研修センターを開講にむけて看護師特定行為研修センターを開講にむけて
奥　谷　卓　也奥　谷　卓　也院長
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　大暑の時節を迎え日に日に暑さが増すこの頃ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。この「ひこばえ通信」
も連載を重ね、多くの読者様から反響をいただきあり
がとうございます。Vol.3までひこばえを端に発する形
の変わった樹木のお話をしてきましたが、またまた読
者様より情報をいただき、今回は「大朝の天狗シデ」
のお話です。また変形樹木の話か！とお叱りを受けそ
うですが、この広島西医療センターニュースには健康
や医療に関する有益な情報が満載ですので、どうか玖
波駅のホームのベンチなどに放置せず、家まで持ち帰
られるようお願い申し上げます。とは言いましてもこ
こまで続けると、本当に樹木フェチですね。
　では本題に入ります。大朝町は広島県北西部にあり
ますがこの地区にだけ生育する「天狗シデ」をご存じ
でしょうか。これは何も特別な樹種ではなく、元来普
通のイヌシデなのですが、この一帯に生育するイヌシ
デがご覧の通りかなり異形な枝ぶりになるのです。ど
のようにしてこんな形になったのかについては諸説あ
るようですが、一番夢のある話としては、その昔 “天
狗”がこのあたりに出没しイヌシデの枝をねぐらとしたため、重みで枝が曲がった、という説があります。
それで天狗シデなのですね。ここでいう天狗はおそらく烏天狗と思われますが、このイヌシデの森に入り
込むと天狗が飛んできて蹴飛ばされるから気をつけなさい、と言い伝えられてきました。そのためこの森
のイヌシデは傷つけられたり、伐採されることなく大切に守られて今日に至ったということです。近年は
天然記念物に指定され、文字通り伐採はおろか無断で苗木をとったりすることも禁止されています。
　ところが不思議な話があります。するなと言われたら、どうしてもやってみたくなる不届き者はいるも

のです。夜の間に森に忍び込んで小
さな苗木を持ち帰り、裏庭に植えて
育てたそうです。数年経って大きく
育ったその天狗シデは、天狗シデと
はならずただのイヌシデになったそ
うです。これは実際農林試験場で試
験的に天狗シデの苗木を育てても、
大朝の地以外では普通のイヌシデに
育つことが確認されています。
　やはり“天狗”の魔力が効いてい
ると思うとわくわくしますね。しま
せんか、すみません。
　でも次回もお楽しみに！

イヌシデ

天狗シデ

淺　野　耕　助淺　野　耕　助統括診療部長

ひこばえ通信 Vol.4ひこばえ通信 Vol.4「大朝の天狗シデ」「大朝の天狗シデ」
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―身 体 の状 態 に合 わせた食 事 を―

今年も暑い夏がやってきました。うだるような暑さに夏バテしてしまいそうな時期。

一日三食しっかり食べて、元気に過ごしたいものです。

とはいえ、身体の状態によって、必要な栄養は人それぞれ。決して、他の人と同じ食事をとれば

良いというわけではありません。

図書室は、皆さまのお身体の状態に合わせた食事の本をたくさんご用意しています。

あなたにぴったりの本を見つけて、一緒に暑い夏を乗り切りましょう！

血糖値が気になる方へ

「女子栄養大学栄養クリニックの 血糖値を下げる！」毎日続けられる 食べ飽きない 食材＆レシピ
弥冨 秀江・ 女子栄養大学栄養クリニック/技術評論社

コレステロールが気になる方へ

「ほうっておくのは NG！ 更年期からの コレステロールを下げる毎日ごはん」
田中 明 ・ 春日 千加子/女子栄養大学出版部

塩分が気になる方へ

「塩分 1 日 6g はじめての減塩」
栄養と料理/女子栄養大学出版部

抗がん剤・放射線治療をされている方へ

「抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっぱいにする食事 116」
症状別に選べる！体をいたわるおいしいレシピ

勝俣 範之,・中山 優子・加藤 知子/主婦の友社

痛風でお困りの方へ

「激しい痛みの発作を防ぐ 痛風・高尿酸血症の安心ごはん」
菅野 義彦・恩田 理恵・金原 桜子/女子栄養大学出版部

便秘でお困りの方へ

「食べてすっきり、おなかにやさしい 便秘解消の毎日ごはん」
川邉 正人・高橋 徳江/女子栄養大学出版部

貧血でお困りの方へ

「貧血の人の基本の食事」
検見崎 聡美 ・鈴木 謙/学研

骨粗しょう症が心配な方へ

「骨粗しょう症に効く らくらくレシピ」
弥冨 秀江・林 史/法研

手術をされた方へ

胃を失ったあとの後遺症を防ぐ！

「胃がん手術後の安心ごはん」
青木 照明・金原 桜子/女子栄養大学出版部

毎日おいしく食べる！

「大腸を切った人のための食事」
おすすめのメニューと術後の症状・対処法がわかる！

金光 幸秀/ナツメ社

版部

ん」

見に来てね♪

患者さんのリクエストにお応えし、

さまざまな特集のポスターを作り、

掲示しています。

下は

〇「広島・山口の郷土料理」

〇「広島・山口“日本一”」

〇「広島 ご当地 お好み焼き」

の特集です。

患者図書室から患者図書室から
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編集責任者　広島西医療センター事務部長　長沼　幸治

＊こまめに水分補給を！＊
　梅雨が明け暑い日が続くと熱中症のリスクが高くなります。人間の約60％は水分が占めていますが、夏は汗をか
き水分が失われやすくなるため、様々な症状が出現し死に至ることもあります。そこで、今回は熱中症対策に大切
な水分補給についておはなしします。
【必要水分量の目安】

【水分補給に適した飲み物】
　どのような飲み物で水分摂取したらいいのでしょうか？
　［〇］　水、麦茶やルイボスティー等のお茶
　［×］　経口補水液やスポーツドリンク・ジュース・カフェインを多く含むコーヒー・緑茶・アルコール飲料
【飲むタイミング】
　起床時、朝食、10時頃、昼食、15時頃、夕食、入浴前後、就寝前等、時間を決めて1回にコップ1杯程度の飲み
物をこまめに摂るようにしましょう。毎年この時期は異常な暑さが続きますので、室内・室外問わず、こまめな水
分補給を心がけましょう。

　最近では、新型コロナウイルス感染症予防のために外出時にマスクをすることが多くなりました。マスクをする
とのどの渇きを感じにくくなり、のどが渇いたと感じた時にはすでに脱水の可能性が高くなります。感染症対策だ
けでなく熱中症対策も行い暑い夏を元気に乗り切りましょう。

体重（kg）×年齢別必要水分量（ml/kg/日）
　※年齢別必要水分量
　　　25 ～ 54歳：35ml/kg/日 　　55 ～ 64歳：30ml/kg/日　　65歳～　 :25ml/kg/日

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

2 78.9 87.3 85.5 91.8 82.3 84.8 85.8 85.9 86.6 86.8 93.4 87.8

R3 94.3 78.9
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2 369 416 394 413 464 438 441 434 483 506 474 621

3 561 518

32%

29%1%

38%

地域医療連携室実績報告

栄養士のつぶやき栄養士のつぶやき 42 42
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●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

14時～16時 予約制

外来診療担当医表
広島西医療センター

令和3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。
https://hiroshimanishi.hosp.go.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

形   成   外   科

インスリンポンプ外来

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

消化管/肝臓
内分泌代謝/糖尿病
血　　 液
循 環 器

6診 腎　　 臓

呼吸器/血液

2　　 診

1　　  診

2　　  診

初　　 診
再　　 診

発達外来

神経外来
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
西河　　求
広大（呼吸器）

藤堂祐子/山中秀彦（消化管）
／
／

藤原　　仁
／

猪川　文朗
牧野　恭子

（パーキンソン病）
太田　逸朗
／

大野　綾香
／

古川年宏・玉浦　萌
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範
／
／

石﨑　康代
嶋谷　邦彦
櫻井　　悟
根木　　宏

（櫻井　悟/五月女洋介）
／

神明俊輔/山中亮憲
淺野　耕助
新甲　　靖
広大医師
広大医師AM

西河　　求
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）
広大（血液）
広大（循環器）
平塩　秀磨
黒田　　龍

渡邉千種（物忘れ）
（第2・4・5）

／
担当医
／
／

古川年宏・玉浦　萌
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範
／
／

新患担当
米神　裕介
五月女　洋介
永田　義彦

櫻井 悟/（根木 宏）
藤髙　淳平
神明　俊輔
淺野　耕助
／

水野　麻紀
／

生田 卓也/西河　求
西河　求/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
／

佐伯　友樹
牧野　恭子
檜垣　雅裕
（頭　痛）
／
／
／

大野綾香・（予防接種）
古川年宏・玉浦　萌
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範
／
／

米神　裕介
平田　嘉人
／
／
／
／

小畠　浩平
山中　亮憲
新甲　　靖
水野　麻紀
／

生田　卓也
西河　　求
広大（血液）

藤堂祐子（消化管）
／

新患担当医（血液）
藤原　　仁
平塩　秀磨
檜垣　雅裕

黒田　　龍

太田　逸朗
／
／
／

古川年宏・玉浦　萌
河原　信彦
湊崎　和範
湊崎　和範

石川暢恒（第３）
木村（第２・４）

嶋谷/石﨑/米神

根木　　宏
永田　義彦

櫻井 悟/（五月女洋介）
藤髙　淳平
神明　俊輔
淺野　耕助
／

水野　麻紀
／

西河　　求
生田　卓也

下村壮司（血液）
山中秀彦（消化管）
太田逸朗（内分泌代謝・糖尿病）

／
藤原　　仁
／

渡邉　千種

黒田　　龍

／
／
／
／

古川年宏・玉浦　萌
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

五月女洋介/（櫻井 悟）
／

神明　俊輔
淺野　耕助
／
／
／

受付13時～16時
予防接種は13時～14時（予約制）

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


