
医療法人あかね会 土谷総合病院

地域医療連携室だより

循環器内科部長 為清 博道

平素より当院へのご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今年度より、地域医療連携室室長を務めさせていただくこととなりました。
当院では、 『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』という理念のもと、急性期医療に力を入れて参りましたが、3年前より地域包括
ケア病棟を開設し、亜急性期の患者様の加療や在宅患者様のレスパイト入院にも対応しており
ます。
微力ではございますが、地域医療の為に尽力致しますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願い申し上げます。
日本では高齢者の増加に伴い心不全患者が増加し、＜心不全パンデミック＞とも

言われており、地域の先生方のご協力が益々必要となっております。当院では、
昨年に心不全チームを立ち上げ、コントロールの難しい慢性心不全患者につ
いて多職種でカンファレンスをすることにより、個々の患者様に最適なオー
ダーメイドの治療を目指しております。また高齢者では、虚血性心疾患、心
房細動、大動脈弁狭窄症等の疾患を合併されていることが多く、カテーテル
治療や外科的手術等の侵襲的治療につきまして、ご高齢の方でも安全に施行
できるように最善を尽くしております。
心不全患者様を共に支えていくために、先生方にご挨拶に参ったり、勉強

会等を開催するなど、連携をより強固にしていきたいと考えておりましたと
ころ、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大のため、難しい状況となっ
ており、一刻も早い終息を願うばかりです。
大変な状況下ではございますが、先生方もくれぐれもご自愛いただきます様

宜しくお願い申し上げます。

＃桜散り始め＃新緑＃静かな日曜日の朝＃広島城



退職医師 下記の医師は、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。

2020年度 新任医師の紹介

今年4月より赴任しました。患者さんに寄
り添った温かい医療ができるよう日々精進
して参ります。何卒よろしくお願い致します。

この度４月より人工臓器部に赴任いたしました。
開業医の先生方をはじめとした地域医療の発
展に微力ながら貢献できるよう尽力いたします。
何卒宜しくお願い致します。

この度４月より赴任いたしました。安佐市民病
院での初期臨床研修を終えたばかりで未熟者で
すが、少しでも皆様のお役に立てるよう日々精進
してまいります。ご指導ご鞭撻のほど何卒宜しくお
願い申し上げます。

4月から呼吸器内科に赴任いたしました。呼吸
器科として地域の医療を支えていく柱として皆様
のお役に立てるように尽力します。どうぞよろしくお
願いいたします。

この4月から赴任して参りました。私は生まれも育ち
も広島市内のため、この地で医療を行うことができる
ことに喜びを感じております。少しでも貢献できるよう
に精一杯努力していきたいと思います。ご指導ご鞭
撻のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

4月より外科に赴任いたしました。先輩の先生方
に指導いただきながら、皆様の健康に少しでも貢
献できるよう尽力して参りたいと思います。よろしく
お願いいたします。

4月より人工臓器部に赴任しました。診療に際し
「病気」だけを診るのではなくその先にある「人」を診る
事を心掛け、透析、腎臓病を主として地域の皆様に
寄り添った医療を提供できるよう頑張りたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

診療科 医師 診療科 医師

人工臓器部

山下 正博
循環器内科

三戸 森児

若本 晃希 池上 雄紀

荒田 了輔
整形外科

小林 孝明

田中 芳樹 吉塚 将昭

人工臓器部

橋本 慎二
（H16年卒）

①スポーツ観戦、映画鑑賞
②至誠通天

人工臓器部

宮﨑 真美
（H24年卒）

①音楽鑑賞、旅行
②千里の路も一歩から

人工臓器部

細川 亮平
（H25年卒）

①乗馬
②艱難汝を玉にす

心臓血管外科

大窪 修平
（H24年卒）

①ドライブ、旅行、カフェ巡り
②Learn from yesterday

外科

山口 恵美
（H21年卒）

①ゲーム、読書
②比較していいのは、過去と、
未来の自分だけ

患者さんに笑顔で寄り添い、患者さんが笑顔にな
れるような医療を心がけていきます。先生方のお
役に立てるよう精進してまいりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

外科

今岡 洸輝
（H25年卒）

①映画鑑賞
②大器晩成

循環器内科

石田 俊介
（H30年卒）

①旅行、読書
②人事を尽くして天命を待つ

呼吸器内科

餘家 浩樹
（H20年卒）

①霹靂一閃
②ひとつのことを極め抜け

①趣味・特技 ②座右の銘・モットー



毎週月、火、金曜日に皮膚科でお世話にな
ります。皆様のお役に立てるよう頑張りますの
で宜しくお願い致します。

4月より大学病院から異動になりました。医師5年目
でまだ未熟ですが、心血管系をはじめとする様々な症
例を経験したいと思っております。初心を忘れず頑張
りますのでご指導どうぞよろしくお願いします。

毎週金曜日午後に外来担当をしております。
どうぞよろしくお願い致します。

呉市の中国労災病院より赴任致しました。未熟者
ですが少しでも広島県の医療に貢献をできるように、
学ぶ姿勢を忘れず日々励みたいと思います。何卒
よろしくお願い申し上げます。

静岡県立こども病院で小児循環器および循環器
集中治療を勉強させていただき、３年ぶりに戻って
まいりました。広島生まれ、広島育ち。広島の心臓
病を抱えるこども達とそのご家族と共に笑顔になれる
よう、微力ながら精一杯頑張ります。

地域の皆様のお役に立てるように尽力して参りた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2004年から二年間土谷総合病院整形外科で
勤務しておりましたが、この度再び赴任いたしました。
オーストラリア、台湾、韓国での手術経験や、呉医療
センターでの十二年間の診療経験を活かし、当院の手の外科・微小外科診療、
ならびに地域の整形外科診療に貢献させて頂きたく存じます。
❝ただいま帰りました。❞そして、宜しくお願い致します。

診療科 医師 診療科 医師

外科 三隅 俊博 麻酔科 新澤 正秀

小児科 杉野 充伸 皮膚科 小刀 茉耶

呼吸器内科 井原 義尚 耳鼻咽喉科 川住 知弘

眼科 小原 孝文

眼科

日山 知奈
（H27年卒・非常勤）

①料理、海外旅行
②初志貫徹

麻酔科

竹野 典子
（H28年卒）

①フルート、旅行
②一期一会

皮膚科

山崎 あかり
（H23年卒・非常勤）
①旅行
②温故知新

眼科

大原 裕美
（H26年卒・非常勤）

小児科

波若 秀幸
（H24年卒）

①スポーツ観戦
②苦しい時こそ成長できる

整形外科

石橋 栄樹
（H26年卒）

①ラグビー
②Today is the first day 
of the rest of your life

小児科

真田 和哉
（H20年卒）

①スポーツ観戦
②耐雪梅花麗

整形外科

蜂須賀 裕己
（H8年卒）

①読書、絵を描くこと、娘(3歳)と遊ぶこと
沖縄空手(小林流今野塾)参段
日本棒術師範会初段

②積小為大、究道無限

①趣味・特技 ②座右の銘・モットー

産婦人科

小出 千絵
（H17年卒・非常勤）
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2020年度 新任医師の紹介

退職医師 下記の医師は、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。
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◆地域包括ケア病棟利用をお考えの方へ

こんな時、ご相談ください（どなたからのご相談でもお聞きします）
●急性期治療(手術や内科療法など)を終えられた患者さまで、もうしばらく経過観察が
必要な方や在宅生活へ向けて、環境準備やリハビリが必要な方

●家族が在宅介護できない期間の入院(冠婚葬祭や入院治療、介護疲れなど)
●施設への入居待機中の方(最長60日まで)

医療機関関係者の方へ
脳神経外科医・精神科医はおりませんので、ご留意ください。

＜連絡先＞地域医療連携室 看護師（伊美・土田・楠本）

TEL：082‐243-9191㈹ FAX：082‐243-9223

新型コロナウイルスの流行に伴い、面会は原則禁止とさせていただいております。

ただし、入・退院時や患者様の状態が重篤な場合は、短時間での家族の面会を許可させ
ていただきます。
入院患者様への預かり物を持参された方は、１階『総合案内』前の内線電話で入院病
棟に電話していただきますと、病棟看護師が受け取りにまいります。

対応できる時間：月～土曜日（8：30～17：30）

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

🌼 地域医療連携室よりお知らせ 🌼

GW中の外来診療は下記のとおりになりますので、よろしくお願いいたします。
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◆新型肺炎流行による面会制限について

◆GW中の外来診療について


