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今月号のトピックス

� 　地域医療連携部長　　中野　喜久雄
　新型コロナウイルス感染症患者拡大に伴い、当面の間、下記のように受診予約体制をとることにな
りました。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と御協力の程、よろしくお願いいたします。
　尚、今後も感染の拡大状況により変更がある可能性もありますので、ご了承いただきますようよろ
しくお願いいたします。
【当院に受診・転院をご希望の場合】
　呉に転居された日から2週間経過した時点で、貴院において発熱等の症状がないことを確認された
うえで、FAXで診療予約申込書をご送付ください。
　ただし、病状により受診をお急ぎの場合は、別途相談対応させていただきます。

呉医療センター・中国がんセンター　
地域医療連携室　TEL：0823-22-3816（直通ダイヤル）
　　　　　　　　FAX：0823-32-3070

（ 連 絡 先 ）

新型コロナウイルス感染拡大に伴う診療予約申込みに関してのお願い新型コロナウイルス感染拡大に伴う診療予約申込みに関してのお願い
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呉医療センター乳腺外科
　　　科長　重松　英朗
　　　　　　板垣　友子
　　　　　　木村　優里
　　　　　　安井　大介

　貴院におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より当科にご高配いた
だき、ありがとうございます。
　さて、新年度を迎え当院乳腺外科は重松英朗（科長）、板垣友子、木村優里、安井大介の４名体制
で診療にあたり、乳がんを中心とし乳腺疾患に対応しています。今年度より板垣医師、木村医師、２
名の常勤の女性医師が赴任しました。女性医師希望の患者さんがおられましたら対応をいたしますの
でご紹介をいただけますと幸いです。
　また、今年度より初診
患者さんは毎日受付して
おります。お困りの症例
などありましたら、ご相
談いただければ幸いで
す。きめ細かい診療を行
い、最善の医療を提供い
たします。今後ともご指
導、ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

乳腺外科紹介乳腺外科紹介

CT・RI・PETをご紹介頂く先生方へお知らせ
� 呉医療センター中央放射線センター部長　　豊田　尚之
　いつも呉医療センターへCTや核医学検査などの患者さんをご紹介下さり、誠に有難うございま
す。
　御存知の方もおられると思いますが、2020年４月より医療法が改正され、CTやPETなどの核医学
検査を受ける患者さんに対して、放射線被ばくに関する説明と同意が必要となりました（これを医療
放射線と呼びます）。
　厚労省や学会の指針では、紹介元と紹介先の双方で説明が必要とされています。つきましては大変
ご面倒をおかけしますが、当院所定の説明書（別掲）で患者さんに簡単に説明して頂き、同意書を
とって頂くことをお願いします。一番のポイントは正当化です。被ばくのデメリットよりも、検査を
するメリットの方が大きいことを、患者さんに納得して頂けるように、検査の意義を正当化して頂け
ればと思います。
　患者さんにとっては二度手間にはなりますが、日本は世界で最も患者さんの放射線被ばくが多い国
で（人口当たりのCTが最も多いのが原因です）、国際的に以前から批判されていることから、国と
しても何らかの対応をしないといけないとなったようです。
　なお単純写真やマンモグラフィー、胃透視、注腸、骨密度などに関しては、説明と同意は必要あり
ません。
　大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

医療放射線の安全管理に関する同意書説明についてのお願い医療放射線の安全管理に関する同意書説明についてのお願い
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遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する保険診療のご紹介
　令和２年４月から遺伝性乳がん卵巣がん症候群（Hereditary�Breast�and�Ovarian�Cancer�
Syndrome、HBOC）の既発症者に対するリスク低減乳房切除術・乳房再建術ならびにリスク低減
卵管卵巣摘出術が保険収載となりました。
　HBOCはBRCA１遺伝子またはBRCA２遺伝子の変異に代表される常染色体優性の遺伝性疾患で
す。日本人女性の乳がん罹患者数は10万人超と推計されますが、その５％から10％がHBOCであ
り、全乳がんの４％がBRCA１/２遺伝子変異に起因する乳がんです。HBOCは稀な疾患ではなく、
日本国内でも年間数千人の女性が乳がんあるいは卵巣がんの治療をされていると推測されます。

　乳がん既発症者にBRCA１/２遺伝子変異が判明すれば、リスク低減手術などにより、健側の乳が
んの発症と卵巣がんの発症のリスクを下げることが可能です。今回の診療報酬改定によって、乳がん
または卵巣がんの既発症者の方はBRCA１/２遺伝学的検査および遺伝カウンセリングが実施可能に
なり、健側乳房のリスク軽減乳房切除術・乳房再建術とリスク低減卵管卵巣摘出術も保険診療となり
ます。既発症者にとって経済的負担の軽減のみならず、乳がん・卵巣がんのリスクへの精神的負担を
軽減することが期待されます（ただし、乳がんも卵巣がんも発症していない方は、たとえBRCA１/
２遺伝子変異患者の近親者であっても、BRCA１/２遺伝学的検査と遺伝カウンセリングは自費診療
となりますのでご注意ください）。
　当院はBRCA１/２遺伝学的検査、リスク低減乳房切除術・乳房再建術ならびにリスク低減卵管卵
巣摘出術のいずれの施設要件も満たしており、HBOCに対するリスク低減手術を保険診療で提供す
る体制を整えています。以下の患者さんがおられましたら当科へのご相談をいただくようお願いいた
します。
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� 国立病院機構呉医療センター中国がんセンター　　
� 整形外科　科長　　濱田　宜和
　平素より当院の診療および運営にご理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。
　また、COVID-19による感染拡大が懸念される中にもかかわらず、献身的に地域医療にご尽力い
ただき心より敬意を表します。
　さて、当科では今年度の人事異動に伴い、新たな体制で整形外科診療に取り組んでまいります。専
門外来として設けております骨軟部腫瘍外科、リウマチ関節外科、股関節外科、膝関節外科、脊椎脊
髄外科につきましてはこれまで通り診療にあたらせていただきます。
　尚、手外科の専門外来は担当医異動のため中止させていただくこととなりました。
　骨折など一般外傷については上肢、下肢にかかわらず診療させていただき、特に多発骨折や骨盤骨
折など重度外傷にも対応させていただきますので、引き続きご紹介を賜れば幸甚に存じます。
　本年度も引き続き当科の診療にご支援、ご指導を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

令和２年度　呉医療センター整形外科外来診療のご案内令和２年度　呉医療センター整形外科外来診療のご案内

令和２年度　呉医療センター　整形外科外来担当表

月
AM 藤森

（初診）
下瀨（腫瘍）
※予約のみ

手術日
PM 藤森（腫瘍）

※予約のみ

火
AM 初診

（交代制）
濱田

（リウマチ）
力田
（脊椎）

髙田
（膝関節）

吉岡
（整形外科一般）

PM 人工関節センター
（膝関節）

濱田
（リウマチ）

力田
（脊椎）

髙田
（膝関節）

吉岡
（整形外科一般）

水
AM 濱田

（初診）
山崎

（股関節）
手術日

PM 人工関節センター
（股関節）

山崎
（股関節）

植木
（整形外科一般）

木
AM 初診

（交代制）
下瀨（腫瘍）
※予約のみ

力田
（脊椎）

手術日
PM 力田

（脊椎）

金
AM 吉岡

（初診）
藤森
（腫瘍）

植木
（整形外科一般）

辻
（整形外科一般）

PM 人工関節センター
（膝関節）

藤森（腫瘍）
※予約のみ

植木
（整形外科一般）

辻
（整形外科一般）

救急外来へのご紹介について救急外来へのご紹介について
　救急車で搬送する患者さんのご紹介は、救命救急センター医師が症状等を直接お伺いさせていただ
きますので、「救急外来受付」まで電話でご連絡いただきますようお願い申し上げます。

平 日 昼 間　　８：30～17：15　　　０８２３－２２－３１１１　
土・日および夜間　　17：15～８：30　　　０８２３－２３－１０２０　
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専　門 脳腫瘍

資格等
日本脳神経外科学会専門
医、日本脳卒中学会専門
医、日本がん治療認定医

趣　味 スポーツ観戦、ストレッ
チ体操

ご挨拶

『患者さんが最善の医療』
を受けられるよう、迅速
な対応を行うと共に、患
者さん・御家族の方が病
気・治療法について御理
解、納得していただける
よう丁寧な説明を心掛
け、手術は安全かつ確実
をモットーに日々の診療
にあたらせて頂きます。
御指導の程、宜しくお願
い申し上げます。

磯部　尚幸
脳神経外科

専　門 眼科一般
資格等
趣　味

ご挨拶

横田　智香
眼科

専　門 放射線治療一般
資格等
趣　味

ご挨拶

亀岡　　翼
放射線腫瘍内科

専　門 整形外科一般
資格等
趣　味 スポーツ

ご挨拶 一生懸命頑張ります。

吉岡　紘輝
整形外科

専　門 放射線診断
資格等
趣　味 カラオケ

ご挨拶

生まれも育ちも広島で
す。高校・大学と弓道を続
けて培った精神力と忍耐
力で、何事にも真摯に取
り組みたいと思います。
よろしくお願いいたしま
す。

浦田　一樹
放射線科

専　門
Interventional Radiolo
gy（画像下治療）、画像診
断

資格等
日本医学放射線学会放射
線診断専門医、日本IVR
学会IVR専門医

趣　味 麻雀、スキューバダイビ
ング

ご挨拶 みんなが楽しく働ける職
場を目指してます。

梶原　賢司
放射線科

新任医師の紹介新任医師の紹介

5



専　門 消化器外科
資格等
趣　味 映画鑑賞

ご挨拶

今年度より地元である
広島へ戻り、呉医療セン
ターで勤務させて頂くこ
ととなりました。気持ち
を新たにし頑張りますの
で、ご指導・ご鞭撻のほ
ど、よろしくお願いいた
します。

吉岡　尚子
消化器外科

専　門 腎炎、慢性腎臓病、血液浄
化

資格等
日本内科学会総合内科専
門医、日本腎臓学会腎臓
専門医、日本透析医学会
専門医

趣　味 車

ご挨拶

2020年4月より腎臓内
科に赴任いたしました吉
田と申します。呉での勤
務は初めてですので、気
を引き締めて診療にあ
たっていく所存です。末
期腎不全に至らない様
に、早期発見・早期介入を
目指していきますので、
何卒宜しくお願い致しま
す。

吉田　　健
腎臓内科

専　門 耳鼻咽喉科一般
資格等
趣　味 スポーツ

ご挨拶 何卒よろしくお願い申し
上げます。

隅田　良介
耳鼻咽喉科

専　門 麻酔全般

資格等
日本麻酔科学会認定医、
日本医師会認定産業医

（申請中）
趣　味 旅行

ご挨拶
呉の医療のため、日々精
進していきたいと思いま
すので、よろしくお願い
致します。

桑原　佳恵
麻酔科

専　門 耳鼻咽喉科一般
資格等
趣　味

ご挨拶

佐藤　祐毅
耳鼻咽喉科

専　門 血液内科一般
資格等
趣　味 料理

ご挨拶
呉地域の医療に貢献でき
るよう、精一杯努力して
参ります。どうぞよろし
くお願いいたします。

坂本　　葵
血液内科
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専　門 小児一般
資格等
趣　味

ご挨拶

柴沼　栄希
小児科

専　門 内分泌・糖尿病内科
資格等
趣　味 音楽、カープ観戦

ご挨拶

広島生まれ、広島育ち、食
べることと楽しいことが
大好きです。一度始めた
ことは長続きするところ
が私の長所です。至らな
い点も多々あるかと存じ
ますが、日々努めてまい
りますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げま
す。

城山　枝里
内分泌・糖尿内科

専　門 呼吸器外科
資格等
趣　味 マラソン、サイクリング

ご挨拶
若輩者ではありますが、
地域に貢献できるよう尽
力します。よろしくお願
い致します。

上
か み が い ち

垣内　篤
呼吸器外科

専　門 整形外科一般
資格等
趣　味 サッカー

ご挨拶

初期研修、後期研修を中
国労災病院で行い、その
後三次の中央病院を経
て、また呉で働かせてい
ただくことになりまし
た。精一杯頑張ります。よ
ろしくお願いいたしま
す。

植木　慎一
整形外科

専　門
腎移植、血液透析、バス
キュラーアクセス治療

（シャント手術、シャント
PTA）

資格等
日本外科学会専門医、日
本透析医学会専門医、日
本移植学会認定医

趣　味 ランニング

ご挨拶

県立広島病院、広島大学
病院で移植医療に携わっ
ておりました。呉で腎移
植医療を行っていきたい
と考えています。保存期
腎不全（eGFR30未満）の
患者さんや透析中の患者
さんで、腎移植の話を聞
いてみたいという患者さ
んがおられましたら、是
非ご紹介ください。

森本　博司
腎移植外科 専　門 放射線診断

資格等
趣　味 読書、スポーツ観戦

ご挨拶

今年度より呉医療セン
ター放射線診断科に赴任
いたしました前田章吾と
申します。これまで呉に
縁がなく土地勘も全くあ
りませんが、仕事を通じ
て少しずつ地域のことを
理解していけたらと思い
ます。若輩者ですが、何卒
よろしくお願いいたしま
す。

前田　章吾
放射線診断科
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専　門 脳神経外科
資格等
趣　味 サッカー、ジム、絵画

ご挨拶

前田　祐吾
脳神経外科 専　門 神経内科全般

資格等 内科認定医、神経内科専
門医

趣　味 手芸、ドライブ

ご挨拶

1年間の育休を経て復職
致しました。以前にも呉
医療センターで勤務して
おりました。再度、地元の
呉で働くことができて嬉
しく思います。地域に貢
献できるよう精進してま
いりますので、ご指導の
程よろしくお願い致しま
す。

村尾　智美
脳神経内科

専　門 小児科一般
資格等
趣　味 映画鑑賞、写真撮影

ご挨拶

本年度よりお世話になり
ます。地域の医療に貢献
できるように努力してい
こうと思いますのでよろ
しくお願い申し上げま
す。

大崎　　薫
小児科

専　門 精神神経科
資格等 後期研修医
趣　味 魚釣り

ご挨拶

東広島市出身で徳島大学
を卒業しました。魚釣り
をこよなく愛しておりま
す。精一杯頑張りますの
で、よろしくお願いいた
します。

池尻　直人
精神科

専　門 整形外科一般
資格等
趣　味 サッカー、旅行

ご挨拶

4月より呉医療センター
に赴任させていただくこ
とにいなりました辻駿矢
と申します。呉地域の医
療に貢献できるよう頑
張っていきますのでご指
導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

辻　　駿矢
整形外科

専　門 麻酔科一般

資格等 麻酔科標榜医、麻酔科認
定医

趣　味 水泳、クラシックバレエ

ご挨拶

卒業以来、山口県宇部市
で勤務してまいりました
が、4月より、心機一転、
呉医療センターでお世話
になることになりまし
た。明るく前向きに頑張
る所存です。どうぞよろ
しくお願い申し上げま
す。

島本　葉子
麻酔科
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専　門 消化器外科、大腸外科

資格等
日本外科学会専門医、消
化器外科学会専門医・指
導医、大腸肛門病専門医、
日本癌治療学会認定医

趣　味 ジョギング

ご挨拶

呉には初めての赴任で
す。新しい土地での生活
に緊張していますが、同
時に楽しみです。呉地域
の医療に貢献できるよう
に微力ではありますが、
尽力したいと考えていま
す。よろしくお願いしま
す。

嶋田　徳光
消化器外科 専　門 口腔外科一般、高齢者歯

科診療

資格等
口腔外科学会認定口腔外
科専門医、歯科医師臨床
研修指導歯科医

趣　味 インドア派です。

ご挨拶

広島大学病院口腔顎顔面
再建外科（旧第二口腔外
科）より赴任して参りま
した、東川晃一郎と申し
ます。口腔外科一般なら
びに高齢者歯科診療を専
門にしております。呉・呉
周辺地域診療への貢献に
尽力します。何卒、よろし
くお願いいたします。

東川 晃一郎
歯科・口腔外科

専　門 神経内科全般

資格等
日本内科学会認定総合内
科専門医、日本神経学会
神経内科専門医

趣　味 映画鑑賞

ご挨拶

地域の皆様のお役に立
てるよう努めてまいり
ます。至らない点も多々
あるかと存じますが、よ
ろしくお願い申し上げま
す。

同道　頼子
脳神経内科

専　門 循環器一般
資格等
趣　味 ジョギング

ご挨拶

今年度から赴任して参り
ました柏原彩乃と申しま
す。微力ではありますが、
呉市の医療に貢献できる
よう努めて参ります。御
指導御鞭撻の程、宜しく
お願い致します。

柏原　彩乃
循環器内科

専　門 乳腺外科、乳腺疾患全般

資格等
日本外科学会専門医、日
本乳癌学会乳腺専門医、
マンモグラフィ読影認定
医

趣　味 子どもと買い物に行くこ
と

ご挨拶
呉の乳癌診療に少しでも
貢献できるよう頑張りま
すのでよろしくお願いい
たします。

板垣　友子
乳腺外科 専　門 呼吸器内科

資格等

医学博士、日本内科学会
総合内科専門医・認定内
科医、日本呼吸器学会専
門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、
日本医師会認定産業医

趣　味 ドライブ、魚釣り

ご挨拶

呉医療センターには2度
目の赴任となります。地
元である呉の呼吸器科診
療に貢献できるよう、最
善を尽くして参ります。
何卒御指導賜りますよ
う、よろしくお願い申し
上げます。

福原　和秀
呼吸器内科
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専　門 皮膚科一般
資格等
趣　味

ご挨拶

豊島　芳江
皮膚科

専　門 呼吸器内科

資格等

日本内科学会総合内科専門
医・指導医、日本呼吸器学会
呼吸器専門医、日本臨床腫瘍
学会がん薬物療法専門医・指
導医、日本アレルギー学会ア
レルギー専門医、日本呼吸器
内視鏡学会気管支内視鏡専
門医

趣　味 旅行、ゴルフ

ご挨拶

この度、呼吸器内科として赴
任させていただきました妹
尾　直と申します。赴任にあ
たり、呼吸器内科専門医とし
ての知識と臨床経験を生か
し、呉地区の医療に貢献でき
るよう全力を尽くしていく
所存です。みなさま方の御指
導・御鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

妹尾　　直
呼吸器内科

専　門 産婦人科
資格等
趣　味 ジャズピアノ、大道芸、野

球観戦、テニス

ご挨拶

広島市に合計20年、和歌
山で8年を過ごしてきま
した。呉に住むのは初め
てですが、早く呉の生活
に慣れるよう頑張りたい
と思います。よろしくお
願いします。

木山　泰之
産婦人科

専　門
乳腺疾患全般、乳がん手
術、乳がん薬物療法、乳が
ん診断

資格等

日本外科学会外科専門医、日本
がん治療認定機構がん治療認
定医、検診マンモグラフィ読影
認定医、乳がん検診超音波検査
判定医師、乳房再建用エキス
パンダー／インプラント実施
医師、新リンパ浮腫研修終了、
HBOC教育セミナー終了

趣　味 野球観戦、電気店巡り

ご挨拶

いつも大変お世話になってお
ります。医師8年目になります
木村優里と申します。広島出
身、広島育ち、広島カープが大
好きです。今年の目標は、運動
不足の解消のため、ランニン
グを再開しようと思います。
目指せ、ハーフマラソン出場!!!

木村　優里
乳腺外科

専　門 消化器内科
資格等
趣　味 野球

ご挨拶

宮崎出身です。広島市立
安佐市民病院で初期研修
をしておりました。未熟
者ではございますが、呉
市に貢献できるように頑
張りますので、よろしく
お願いします。

濵田　拓郎
消化器内科

専　門 精神科一般
資格等
趣　味

ご挨拶

日野　亮真
精神科
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  国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外来医師専門領域一覧表（2020.5.1.現在） 

~ 1 ~ 

診療科名 医医師師名名  役役職職  専専門門領領域域  外外来来診診察察日日  

内分泌・ 

糖尿病内科 

久保田 益亘 科長 糖尿病、甲状腺疾患、脂質異常症、動脈硬化 月・水・金 

吉井 陽子 
医師 糖尿病・内分泌疾患（原発性アルドステロン症の診

断と治療） 
火・金 

城山 枝里 医師 糖尿病・内分泌・代謝疾患 火・木 

腎臓内科 

高橋 俊介 
科長 

透析室長 

慢性腎臓病、急性腎障害、血液透析、腹膜透析、 

アフェレシス、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群 

火・金 

月・木（シャ

ント外来） 

吉田 健 医師 腎臓内科一般 水 

京田 尚子 医師 腎臓内科一般   火 

半田 祐喜 医師 腎臓内科一般 金 

血液内科 

伊藤 琢生 
科長 

化学療法室長 
血液疾患 

月 

火（偶数週） 

木戸 みき 医師 血液疾患 
木 

火(奇数週) 

木田 迪子 医師 血液疾患 水 

坂本 葵 医師 血液疾患 水 

放射線腫瘍科 
幸  慎太郎 科長 

放射線治療一般、高精度放射線治療（強度変調放射

線治療、脳・体幹部定位照射） 
月・水・木 

亀岡 翼 医師 放射線治療一般 火・木・金 

腫瘍内科 平田 泰三 科長 がんの抗がん剤治療、内分泌治療、分子標的治療 月・水・金 

リウマチ・ 

 膠原病科 

石德 理訓 医師 リウマチ、膠原病 月（午後） 

吉田 雄介 医師 リウマチ、膠原病 木（午前） 

呼吸器内科 

中野 喜久雄 

副院長 

科長 

地域医療連携 

部長 

肺がん、呼吸器一般 
月（偶数週） 

木 

妹尾 直 医長 肺がん、呼吸器一般 月・水 

福原 和秀 医師 肺がん、呼吸器一般 火 

三登 峰代 医師 肺がん、呼吸器一般 水・金 

平川 哲 医師 内科一般、呼吸器内科一般 火（奇数週） 

呼吸器外科 

山下 芳典 

副院長 

科長 

医療安全管理 

部長 

呼吸器外科一般、肺癌、縦隔腫瘍、胸腔鏡手術、術

前後の補助化学療法、栄養管理 

月（午後） 

木（初診） 

三村 剛史 医長 
呼吸器外科一般、肺癌、縦隔腫瘍、胸膜中皮腫、自

然気胸、胸腔鏡手術（3D-VATS） 

月（一般、中皮
腫外来） 
水（一般、気胸
外来） 

上垣内 篤 医師 呼吸器外科一般 木（午前） 
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  国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外来医師専門領域一覧表（2020.5.1.現在） 
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診診療療科科名名  医医師師名名  役役職職  専専門門領領域域  外外来来診診察察日日  

循環器内科 

杉野 浩 
科長 

心臓センター 

副部長 

冠動脈カテーテル治療、下肢動脈カテーテル治療、

ペースメーカー、高血圧、循環器一般 
木 

岡  俊治 
医長 冠動脈カテーテル治療、下肢動脈カテーテル治療、

冠動脈 CT画像診断、心臓領域の超音波診断 
月 

市川 織絵 
医師 循環器一般、ペースメーカー、心臓リハビリテーシ

ョン 
水 

木下 晴之 医師 循環器一般、心血管カテーテル治療、ペースメーカー 金 

下永 貴司 

医師 循環器一般、心血管カテーテル治療、心臓リハビリテ

ーション、冠動脈 CT 画像診断、下肢動脈インターベ

ンション 

水 

住元 庸二 医師 循環器一般、心血管カテーテル治療、心臓弁膜疾患 火 

柏原 彩乃 医師 循環器一般 木（隔週） 

坂井 拓海 医師 循環器一般 木（隔週） 

心臓血管外科 

今井 克彦 
科長 

心臓センター 

部長 

成人心臓血管外科全般（特に弁膜症・心不全）、不

整脈治療全般（デバイス、外科的アブレ-ション） 
木・金 

濱石 誠 医長 
成人心臓血管外科全般、虚血性心疾患、弁膜症、 

大動脈疾患 
火・木 

脳神経内科 

鳥居 剛 
科長 

医療情報部長 

総合診療科科長 

脳卒中、頭痛、認知症、神経難病、 

プライマリ・ケア 
月 

倉重 毅志 
医師 脳神経内科一般、神経難病（神経変性疾患、筋疾患、

遺伝性神経疾患）、神経病理学 

火（午後） 

水（午前） 

杉浦 智仁 
医師 脳神経内科一般、神経電気生理検査（神経伝導検査、

筋電図）、内科一般 

木（午後） 

金（午前） 

同道 頼子 医師 脳神経内科一般 月（午前） 

村尾 智美 医師 脳神経内科一般 木（午前） 

井料 崇文 医師 内科一般、脳神経内科一般 金（午後） 

松山 稜太郎 医師 内科一般、脳神経内科一般 木（午後） 

脳神経外科 

大庭 信二 
統括診療部長 

医長 

脳卒中全般、脳血管障害（脳動脈瘤・脳動静脈奇形・

脳梗塞等）に対する開頭手術・脳血管内治療、脳腫

瘍全般、頭部外傷の治療および後遺症診断、機能的

脳神経外科手術全般（難治性疼痛・顔面痙攣）、小

児奇形（水頭症・他） 

月・水 

磯部 尚幸 科長 脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷 月・木 

伊藤 陽子 

医長 

脳ドック 

センター長 

機能的脳神経外科（脊髄刺激療法を含む）、小児脳

神経外科、てんかん 
水・木 

大西 俊平 医師 脳腫瘍、脳卒中、脳血管内治療 月・水 

前田 祐吾 医師 脳神経外科全般  
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診診療療科科名名  医医師師名名  役役職職  専専門門領領域域  外外来来診診察察日日  

 

消化器内科 

高野 弘嗣 
科長 

内科系診療 

部長 
肝臓病、ウイルス性肝炎 火・木 

河野 博孝 肝臓内科医長 肝臓疾患、消化器科一般 月・水 

桑井 寿雄 
医長 

内視鏡 

センター長 
消化管（食道・胃・小腸・大腸） 月・金 

山口 厚 医長 胆・膵疾患、消化器一般 火・金 

楠 龍策 医長 消化管（食道・胃・小腸・大腸） 火・木 

田丸 弓弦 医師 消化管（食道・胃・小腸・大腸） 水 

小西 宏奈 医師 消化器一般 水 

峠 香苗 医師 消化器一般 木 

和田 薫 医師 消化器一般  金（午後） 

森内 里歩 医師 消化器一般  金（午前） 

濵田 拓郎 医師 消化器一般 月 

外科 

田代 裕尊 
科長 

臨床研究部長 
 

消化器外科、一般外科（甲状腺）、肝胆膵外科、 

移植外科（肝・腎） 
月・水・金 

清水 洋祐 
医長 

地域医療連携

室長 

消化器外科、下部消化管外科、腸閉塞など腹部救急

疾患、内視鏡外科（大腸） 
金 

首藤 毅 医長 
肝胆膵外科、膵癌・胆道癌の手術および集学的治療、 

肝胆膵脾疾患に対する内視鏡外科手術 
水 

尾上 隆司 医長 
消化器外科、肝胆膵外科、移植外科、内視鏡外科（肝、

脾） 
月 

鈴木 崇久 医長 
上部消化管外科、内視鏡外科（食道・胃）、 

切除不能上部消化管がんに対する抗がん剤治療 
火・金 

嶋田 徳光 
医師 

感染症科長 

消化器外科、下部消化管外科、ヘルニア外科、内視

鏡外科（大腸） 
木 

田澤 宏文 医長 
消化器外科、上部消化管外科、内視鏡外科（食道・

胃） 
火 

羽田野 直人 医師 消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科 水 

森本 博司 医師 消化器外科、移植外科、ヘルニア外科 月 

佐田 春樹 医師 消化器外科、下部消化管外科 木 
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診診療療科科名名  医医師師名名  役役職職  専専門門領領域域  外外来来診診察察日日  

乳腺外科 

重松 英朗 科長 乳癌診断・手術・治療、乳腺一般 月・火・水 

板垣 友子 医師 乳癌診断・手術・治療、乳腺一般 月・火・水 

木村 優里 医師 乳癌診断・手術・治療、乳腺一般 月・火・水 

安井 大介 非常勤医師 乳癌、乳腺一般 金 

緩和ケア 砂田 祥司 
科長 

緩和ケア 

センター部長 
緩和ケア、消化器外科 火・木 

整形外科 

濱田 宜和 

人工関節センター 

科長 

中央診断 

センター部長 

リウマチ・膠原

病内科科長 

リウマチ関節外科、人工関節 
火・水 

 

下瀬 省二 院長 骨・軟部腫瘍外科、骨粗鬆症 月・木 

山崎 琢磨 

人工関節センター 

医長・ 

リハビリテーシ

ョン科科長・人工

関節センター長 

 

股関節外科、人工関節 
水 

藤森 淳 医長 骨・軟部腫瘍外科 月・金 

髙田 剛 

人工関節センター 

医師 
膝関節外科、人工関節、整形外科全般 火 

藤森 淳 医師 骨・軟部腫瘍外科 月・金 

力田 高徳 医師 脊椎外科（顕微鏡視下手術） 火・木 

植木 慎一 医師 整形外科全般 火・水・金 

辻 駿矢 医師 整形外科全般 火・金 

吉岡 紘輝 医師 整形外科全般 火・金 

泌尿器科 

繁田 正信 科長 

外科系 

診療部長 

がんセンター 

・がん診療部長 

泌尿器腹腔鏡手術（腎、副腎、腎盂形成術、前立腺）

泌尿器癌、副腎腫瘍、尿路先天奇形 月・木 

甲田 俊太郎 医長 泌尿器科一般 火・木 

福島 貴郁 医師 泌尿器科一般 月・火・水 

藤山 健太 医師 泌尿器科一般 月・火・木 

産婦人科 

水之江 知哉 科長・ 

臨床研修 

センター部長 
婦人科一般、周産期医学、出生前診断 月・水 

中村 紘子 医師 婦人科腫瘍学、周産期医学 水・金 

佐川 麻衣子 医師 産婦人科一般 火・金 

菅 裕美子 医師 産婦人科一般 月・水 

木山 泰之 医師 産婦人科一般 火・金 

隅井 ちひろ 医師 産婦人科一般 木・金 

皮膚科 

中村 吏江 科長 皮膚科一般、乾癬、アトピー性皮膚炎、脱毛症 月・火・木・金 

坂本 拓海 医師 皮膚外一般 火・水・木 

豊島 芳江 医師 皮膚科一般 月・水・金 

14



  国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外来医師専門領域一覧表（2020.5.1.現在） 

~ 5 ~ 
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精神科 

町野 彰彦 
科長 

教育企画部長 

うつ病、双極性障害、統合失調症、認知症、アルコ

ール依存症、リエゾン精神医学、力動的精神医学 
月・木 

朝倉 岳彦 医師 精神科一般 火・金 

大盛 航 医師 緩和ケア、サイコオンコロジー  

長嶋 信行 医師 精神科一般 月・水 

神垣 伸 医師 精神科一般 火・金 

藤原 弘道 医師 精神科一般 月・木 

池尻 直人 医師 精神科一般 火・木 

日野 亮真 医師 精神科一般 水・金 

形成外科 
植村 享裕 科長 形成外科一般 火・木 

藤本 沙里 医師 形成外科一般 月 

眼科 
石田 由美 科長 眼科一般 月～金 

横田 智香 医師 眼科一般 月～金 

耳鼻咽喉科・ 

頭頸部外科 

立川 隆治 

科長 

高気圧酸素 

治療室長 

頭頸部癌、睡眠時無呼吸症候群 月・木 

古家 裕巳 医師 頭頸部癌、音声・嚥下、耳鼻咽喉科一般 月・火・木 

大林 敦人 医師 頭頸部癌、鼻科手術、耳鼻咽喉科一般 火・水 

佐藤 祐毅 医師 耳鼻咽喉科一般 月・火 

隅田 良介 医師 耳鼻咽喉科一般 水・木 

小児科 

 

 

 

 

世羅 康彦 科長 血液・悪性腫瘍、小児一般 月・火・金 

原  圭一 医長 

先天性代謝異常疾患（新生児マススクリーニング陽

性者精査含む）、小児内分泌疾患、夜尿症、小児科

一般 

月・木・金 

西岡 軌史 医師 小児一般、新生児、小児アレルギー疾患 月・水・木 

内田 晃 医師 小児一般 火・水・金 

洲澤 彩香 医師 小児一般 火・木 

柴沼 栄希 医師 小児一般 月・木 

大崎 薫 医師 小児一般 水・金 

宮河 真一郎 非常勤医師 

内分泌疾患（小児糖尿病、成長障害、甲状腺、副腎

疾患、思春期早発症など）、肥満、骨疾患、夜尿症、

血液・悪性腫瘍、神経、新生児、小児科一般 

木 

岡畠 宏易 非常勤医師 小児アレルギー疾患 金 

小児外科 鬼武 美幸 非常勤医師 小児外科一般、小児泌尿器科 木 

歯科・ 

歯科口腔外科 

東川 晃一郎 科長 顎口腔領域腫瘍、顎顔面外傷、口腔管理 月～金 

奥村 俊哉 医師 顎顔面外傷、口腔管理 月～金 

久保薗 和美 医師 歯性感染症、口腔管理 月～金 
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※上記一覧は、外来・救急外来担当医師の専門領域を掲載しております。 

   ※診察日、診察時間の詳細は外来診療日割表にてご確認ください。 

 

 

診診療療科科名名  医医師師名名  役役職職  専専門門領領域域  外外来来診診察察日日  

病理診断科 谷山 清己 名誉院長 病理診断 
病理外来 

水・金（要予約） 

ペインク 

リニック 
讃岐 美智義 

中央手術部長 

麻酔科科長 

ペインクリニック、麻酔一般、集中治療、周術期管

理 
月 

救命救急 

センター 

岩﨑 泰昌 
救命救急 

センター部長 

科長 
救急診療一般、中毒、熱傷、敗血症、環境障害  

岡崎 裕介 医師 救急診療一般  

縄田 淳 医師 救急診療一般  

総合診療科 

鳥居 剛 科長 総合内科 不定期 

宮森 大輔 非常勤医師 救急医療、総合診療、内科一般 月・水 

岸川 暢介 非常勤医師 総合内科 月・水 

国国立立病病院院機機構構呉呉医医療療セセンンタターー・・中中国国ががんんセセンンタターー  

地地域域医医療療連連携携室室  

TTEELL（（00882233））2222--33881166（（直直通通））    FFAAXX（（00882233））3322--33007700 

 

地域医療連携室
中野　喜久雄　　清水　洋祐
森下　早苗　　　折本　陽一
川島　美由紀
TEL：（0823）２２−３８１６

〒737−0023�広島県呉市青山町３−１
独立行政法人　国立病院機構
呉医療センター・中国がんセンター
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