
 ４月1日に医療法人あかね会の入社式が行われ、土谷総合病院において

は、50名の職員を迎えることができました。医師も異動があり、3月末にて、

長年当院の心臓血管外科を支えてこられた 伴 敏彦 顧問を始め、11名が

退職となりましたが、次ページに紹介を載せておりますように、10名の医師

が新しく赴任しております。新しい仲間たちと本年度も｢いま求められている

医療の最高レベルを目指すとともに明日の医療のあり方 に機能しよう｣の

目標に向かって進んでまいりたいと思っておりますので、今後ともご指導よ

ろしくお願い致します。 

                  土谷総合病院 院長 土谷 治子 

 平素は病診連携、病々連携にて大変お世話になっております。 

 新年度となりました。土谷総合病院も各科スタッフの異動があり、新たな気持ちで日々の診療に

臨んでおります。地域連携室は地域の諸先生方との連携を目的とする部署でありますが、すこし

でもご期待に沿った形で機能できるよう努力いたしております。まだまだ、大病院の連携室には及

びませんが、少しずつマンパワーも充実し、いろいろな業務に対応できるように改善されつつあり

ます。 

 本年も、ご紹介患者さま、緊急対応の必要な患者さまの受け入れ、逆紹介 

させていただく際の窓口として、連携室スタッフ一同頑張ってまいりますので、 

ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。またいろいろと問題等ございまし 

たら、いつでもご連絡いただければと存じます。本年度もよろしくお願い申し 

上げます。 

                                                               循環器内科部長 塩出 宣雄 



平成27年  

新任医師紹介 

退職医師 下記11名は3月31日を以て退職しました。在職中は大変お世話になりました。 

診療科 医師名 診療科 医師名 診療科 医師名 

循環器内科 
大塚 雅也 

人工臓器部 

吾郷 里華 外科 竹原 寛樹 

東原 佑 大久保 友恵 麻酔科 黒田 真彦 

心臓血管外科 伴 敏彦 進藤 稔弘 整形外科 河越 宏之 

血液内科 松井 啓隆 皮膚科 末岡 愛実 

膝関節外科を専門としており、 
人工膝関節置換術や前十字靭帯 
再建術などを行ってきました。 
少しずつ手術を増やしていき 
たいと思っています。宜しく 
お願いします 

整形外科 

小林 孝明 
（H4年卒） 
真剣勝負 

麻酔科 

皆木 有希 
（H21年卒） 
日々是好日 

外科 

秋本 修志 
（H20年卒） 
継続は力なり 

人工臓器部 

川井 佑允 
（H24年卒） 
為せば成る 

循環器内科 

植田 祐介 
（H23年卒） 

初心忘るべからず 

 
人工臓器部 

石内 直樹 
（H23年卒） 

七転び八起き 
 

人工臓器部 

尾崎 陽介 
（H23年卒） 
気配りの医療 

血液内科 

美山 貴彦 
（H18年卒） 
日進月歩 

診療科 

氏  名 
（卒業年） 

ﾓｯﾄｰ又は座右の銘 

早く環境に慣れてお役
に立てればと思ってい
ます。よろしくお願い 
します 

心臓血管外科 

山根 吉貴 
（H22年卒） 
乾坤一擲 

先生方のお役に立てる 
よう日々精進して参り 
ますので、ご指導ご鞭撻 
の程宜しくお願いします 

広島の医療に貢献できる
よう努力して参りますの
で、何卒よろしくお願い
いたします 

まだまだ未熟ですが先生方の
お役に立てるよう頑張ります
のでよろしくお願い致します 

１日でも早く患者様の
力になれるよう努力い
たしますのでよろしく
お願いいたします 

微力ではありますが、皆様のお力に
なれるよう日々頑張りますので宜し
くお願いします 

患者様の悩みが解決でき
るよう全力をつくします 

循環器内科 

加藤 康子 
（H16年卒） 
温故知新 

少しでも循環器診療に貢献でき
るよう、努力します。 
宜しくお願い申し上げます 

腎臓疾患、透析はもちろんのこと 
専門に捕らわれず内科全般の幅広い 
疾患の対応に精進して参ります 



 当院眼科では、白内障手術と網膜光凝固（レーザー）術を中心に診療しています。 

 白内障手術は、患者様のご希望や全身状態により、入院または日帰りのどちらも可能です。 

片眼手術の場合、入院では３泊４日、日帰りでは３日間連続の通院をお勧めしています。 

網膜光凝固（レーザー）術は、眼底出血の原因となる、網膜血管閉塞や糖尿病、腎不全、 

高血圧等の全身疾患に伴う網膜症に行います。 他科と密に連携し、全身疾患の加療を 

                 行いながら、眼の自覚症状の出現前でも、適正な時期に網膜 

                 光凝固（レーザー）術をすることが、網膜症の進行を防止 しやすく 

                  なります。 

                  人間は情報の80％を視覚から得ていると言われ、見え方の低下は 

                 大きな苦しみとなります。患者様の見え方の向上のため努力致し 

                 ますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

               糖尿病は代表的な生活習慣病であり、その予防・治療戦略には専門医の指導のもと、 

適切な診断と治療が求められています。 当科では糖尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）、肥満といった生活 

習慣病全般の診断と治療を行っています。 糖尿病の臨床像は実に多彩で合併症も様々です。当院でPCIの治療 

を行った方の41%、外来透析患者の53%が糖尿病を併発しています。これらの方のほとんどは糖尿病が原因で 

虚血性心疾患、腎不全を起こしています。糖尿病に起因する虚血性心疾患、腎不全、失明を予防するために、 

循環器内科、腎臓内科、皮膚科、眼科と連携し合併症の予防と治療を行っています。 

 また、周術期血糖コントロール、妊娠中の血糖コントロールを各科と連携して行っています。内分泌疾患のうち 

甲状腺機能異常(バセドウ病、橋本病等)の診断、治療も甲状腺外科と連携して行っています。  

 土谷総合病院では月2回（第2・4金曜日 

午後2時から）糖尿病教室を開催しています。  

糖尿病教室では医師とともに、糖尿病療養指導士の 

資格を持つ看護師、薬剤師、管理栄養士、検査技師、 

理学療法士が一つのチームとして、糖尿病はもとより、 

生活習慣病一般についてわかりやすく説明しています。  

糖尿病の方だけでなく、生活習慣病、メタボリックシンド 

ロームの方、あるいは、その予備軍、家族の方もぜひ 

糖尿病教室に参加してください。 

生活習慣病の予防・治療！～各診療科との連携～ 内分泌内科  渡邉 浩 

月 火 水 木 金 

午前 
新患 
のみ 

○ ○ 

午後 
新患 
のみ 

○ 

近年糖尿病患者へのインスリン導入は外来で行う方向に 
ありますが、当科では全例外来で行っています。 

外来は予約制をとなっておりますので 
受診の際はご連絡ください 

糖尿病教室 糖尿病教室スタッフ ↑ 

糖尿病教室 風景 ↑ 

月 火 水 木 金 

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 

午後 ○ ○ 

眼科  
小原 孝文 

渡邉医師 

←診察風景 



教室名/時間 月日 内容 担当 お問い合わせ 

慢性腎臓病の
食事教室 

 
14：30～15：30 

５月２０日 

水 

「たんぱく質(1)」の摂り方 

腎臓内科医師/
管理栄養士 

３階南病棟PD外来
管理栄養士 

 

６月 ３日 「エネルギー」の摂り方 

７月 １日 「カリウム」の控え方 

慢性腎臓病
（CKD）教室 

 
10：30～11：30 

５月１９日 

火 

慢性腎臓病（CKD）の基礎知識 

６月１６日 生活習慣と慢性腎臓病（CKD） 

７月２１日 血圧と慢性腎臓病（CKD） 

心臓病教室 
 

14：30～15：30 

５月１１日 

月 

血液中の酵素から分かること 臨床検査技師 

心臓血管センター ６月 １日 上手に減塩・減塩のコツ 管理栄養士 

７月 ６日 お薬を知ろう！！ 薬剤師 

糖尿病教室 
 

14：00～15：00 

５月 ８日 

金 

インスリンってなに？ 薬剤師 

栄養科：池田 
 

薬剤部：井上 
５月２２日 腎臓病専門の先生のお話 医師 

６月１２日 未定 看護師 

肝臓病教室 
 

14：30～15：30 
５月２５日 月 肝臓病の検査/〈未定〉 検査技師/医師 

北外来 
谷本、横山、大谷 

《疾患を持つ方とそのご家族、又は興味のある方ならどなたでも参加できます》 

土谷総合病院    〒730‐8655  広島市中区中島町3‐30 

             TEL：082‐243‐9191 〔代表〕   FAX：082‐241‐1865(代表) 

          ＊地域連携室（紹介予約専用直通）＊ 

             TEL：082‐243‐9222 〔予約直通〕   FAX：082‐243‐9223(予約直通) 

 

  《スタッフ紹介》    

   室   長  荒滝 桂子（医師 消化器内科部長）   塩出 宣雄（医師 循環器内科部長） 

   転院相談  （看護師） 師長伊美 礼子  主任楠本 万理 

   紹介予約  （事務） 遠山 亜紀  高橋 正江  藤井 貴美子  山﨑 貴子 

   医療相談  （MSW)  丸本 彩香  印藤 由紀  林 愛子  清水 香保里 

   入退院センター  （看護師） 主任内部 麻紀  亀井 久美子  村尾 麻衣 （事務） 佐藤 美穂 

場所：８階会議室  参加費：無料  ＊当日参加可能です 各教室のご案内 


