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呉共済病院の理念  

高度良質の医療 

最善の奉仕 

研鑽と協調 

地域医療の支援 

呉共済病院の基本方針  

一 良質で、適切な医療の提供に努めます 

二 患者様の権利を尊重し、満足・安心・信頼を追求します 

三 新しい知識と技術を積極的に習得し、常に質の高い先進的医療を行います 

四 地域の中核病院として、地域社会の要請に応えうる医療を提供します 

五 職員が意欲を持って働ける病院をめざします 

六 次代を担う有能な医療従事者の育成をめざします 

七 専門的ながん医療の提供に努めます 

八 国内での医療救護活動に積極的に参加します 

 

 医師異動 

 医療支援センター 地域医療連携室スタッフ紹介 

 第 6 回 呉共済病院 市民公開講座 市民と学ぶがん医療 

 眼科外来 紹介患者様の受入れ休止について 

 地域医療連携室 がん相談支援センターNEWS 

 外来診療担当表 

地域医療支援病院 

広島県指定がん診療連携拠点病院 

災害拠点病院 

広島 DMAT 指定病院   

日本医療機能評価機構認定病院

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療支援センター 地域医療連携室 スタッフ紹介 

今年度の地域医療連携室のスタッフです。 

地域医療に貢献できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心臓血管外科 大島  祐 

腎臓内科 平井 隆之 

腎臓内科 門野 充記 

腎臓内科 長﨑 孝平 

循環器内科 國田 英司 

循環器内科 中野 貴之 

外科  長谷  諭 

外科  山口 拓朗 

外科  倉岡 憲正 

総合診療科 志渡澤央和 

総合診療科 柴沼 栄希 

総合診療科 神出  学 

総合診療科 兵頭 洋平 

総合診療科 満島マリア 

総合診療科 山岡 尚平 

総合診療科 山本祐太郎 

総合診療科(歯科) 梅原 華子 

 

 

室 長 

病院・施設訪問 

スタッフと共に伺います。 

今井茂郎 

（診療部長 兼 呼吸器外科部長） 

 H29.1 月 H29.2 月 H28 年度累計 

紹介患者数≪初診・再診すべての患者数≫ 813 件 851 件 9,688 件 

逆紹介患者数 786 件 851 件 9,719 件 

紹介率 71.3％ 73.6％ 75.7％ 

医療福祉相談≪新規相談実人数≫ 122 件 113 件 1,391 件 

がん相談 3 件 13 件 87 件 

 

事務員 

主な役割 *外来予約調整 

*紹介患者さま受付 

*紹介患者さま返書管理 

*統計資料作成 

*広報誌作成   など 

岩岡 博（課長）  

金本みどり 溝口品子 本井まりえ 

この度、平成 29年 3月 31日付けで 18名の医師が退任となり、4 月 1日より 20名の医師が赴

任してまいりました。詳細につきましては、次号で紹介させていただきます。 

 

心臓血管外科 藤田 康文 
腎臓内科 川岡孝一郎 
腎臓内科 本田 由美 
腎臓内科 小笠原 舞 
腎臓内科 弓場 義雄 
呼吸器内科 秦  雄介 
循環器内科 土肥 由裕 
循環器内科 岡本 大輝 
外科  桒田 亜希 
外科  大塚 裕之 
外科  𠮷村 幸祐 
泌尿器科 中島 宏親 
放射線部 坂本 拓海 
総合診療科 杉山 智子 
総合診療科 関戸 崇了 
総合診療科 田原 寛明 
総合診療科 箱田 祥光 
総合診療科 星野  駿 
総合診療科 松山稜太郎 
総合診療科 森  拓也 
総合診療科(歯科) 三宅 悠介 

医療ソーシャルワーカー 
主な役割 *転院・退院支援 

*外来相談 

*各種申請手続き相談 

*医療福祉相談   など 

 

小出典孝 伊藤拓哉 反田愛子 

西原亜衣 道土井優希 

看護師 

主な役割 *転院・退院支援 

*診療・看護相談 

*外来予約調整 

*救急紹介患者受入れ対応 

*がん相談     など 

西岡里実（師長 兼 がん相談支援センター） 

小出来照美  矢式浩子 



第 6 回 呉共済病院 市民公開講座 市民と学ぶがん医療 

本年も、呉共済病院市民公開講座の開催時期がまいりました。 

毎年、大勢の皆様にご参加をいただき、感謝申し上げます。 

この講座は、病院関係者だけでなく各方面で活躍しておられる方をお招きして、市民の皆様とご一

緒にがん医療を多方面から学んでいこうというもので、できるだけわかりやすい内容で楽しい集いに

したいと企画しております。 

認定看護師・薬剤師・ソーシャルワーカー・管理栄養士などによるがん相談コーナーも設けており

ますので、どうぞお気軽におでかけください。 

●日  時 平成２9年 5月 20日（土）  開場 12:30 

●場  所 呉文化ホール【呉市中央 3丁目 10-1】 

●プログラム 13:10～「急速に進歩しつつある肺がんの内科治療」 

    呉共済病院 副院長 兼呼吸器内科部長 塩田雄太郎 

「知っておきたい胃がんのこと」 

    呉共済病院 消化器外科 坂部竜太郎 

14:20～ 特別講演 山田 邦子氏 

「大丈夫だよ、がんばろう！」 

～乳がんを乗り越えてステキに生きる～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

眼科外来 紹介患者様の受入れ休止について 

眼科医師の確保困難により、平成 29年 4月より外来診療を週１回のみへと縮小せざるを得ず、今後は

紹介患者様をお受けすることができない状況となりました。 

患者様をはじめ関係医療機関の皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

診療日時：毎週火曜日 14:00～16:30 

担当医師：広島大学病院より 

地域医療連携室 がん相談支援センターNEWS 

 H29.1 月 H29.2 月 H28 年度累計 

紹介患者数≪初診・再診すべての患者数≫ 813 件 851 件 9,688 件 

逆紹介患者数 786 件 851 件 9,719 件 

紹介率 71.3％ 73.6％ 75.7％ 

医療福祉相談≪新規相談実人数≫ 122 件 113 件 1,391 件 

がん相談 3 件 13 件 87 件 
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