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院長よりあいさつ
いつも「ふたば」をお読みくださり、ありがとうございます。
この小冊子は、JR 広島病院と地域の医療関係者の皆様との連携を
より緊密にするために定期発行しております。今回は 2021 年の新年
度最初の発行ということで、皆様に親しんで戴きたく、新任の先生方
のご挨拶を掲載しております。
当院は東区の基幹病院としてその責任を果たそうと日頃から職員
一同、努力しておりますが、今般、コロナウイルス感染症へのワクチ
ン接種においては、図らずも基本型接種施設の役割を担うこととな
り、連携施設やサテライト施設へのワクチン供給やワクチン接種を担

医療法人 JR 広島病院
理事長・病院長 河本昌志

当します。大変重い責任を自覚し、地域の皆様の健康と安心に繋がり
ますように、職員一同努力して参ります。
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診療科のご紹介
泌尿器科

ホームページに当院年報を掲出しています。

悪性腫瘍を主体に幅広く対応します
現在の実働医師数は 4 名（常勤 3 名、非常勤 1 名）です。
2019 年 4 月から膀胱機能疾患を専門とする井上勝己先生が赴任
され過活動膀胱に対してボトックス膀胱内注入療法を開始してお
ります。2020 年 4 月からは岡崎真衣先生が赴任され超高齢化が進む
泌尿器科医師団に若い新しい空気を注ぎ込んでくれています。
尿路悪性腫瘍を主体に尿路結石、前立腺肥大症、膀胱機能障害、
尿路感染症まで幅広く対応させて頂いています。膀胱癌症例の手術
件数は最も多く、2020 年の経尿道的膀胱悪性腫瘍手術は 140 件でし
た。膀胱腫瘍一塊切除による正確な病理診断をもとに適切な追加治
療を迅速に行っております。前立腺癌の確定診断には経会陰式前立
腺生検を行い、経直腸的生検にみられる前立腺炎や直腸出血の合併
症は全くありません。多発性骨転移を伴う去勢抵抗性前立腺癌に対
しては 2016 年 10 月よりラジウム 223 を導入し 2021 年 3 月まで 40
件施行し良好な治療成績を獲得しています。尿路結石は経尿道的に
レーザー破砕し尿管全域から腎結石まで守備範囲を広げています。
これからも新しいことに挑戦し続け、いつでもどんな症例でも全力
投球させて頂きます。

泌尿器科 主任部長

橋本 邦宏

はしもと くにひろ

耳鼻咽喉科
難聴、めまい、鼻炎など幅広く対応します
当科は 2021 年 4 月現在、常勤医 2 名、いずれも女性です。午前
は一般外来診療で、急な受診にも対応できるよう、受付時間内であ
れば予約なしでも受付しています。地域連携室経由の患者様は、待
ち時間が少なくて済むよう開始時間を決めています。午後は、完全
予約制でお一人当たりの時間を確保し、特殊検査、処置、外来小手
術などを行っています。入院は扁桃炎、めまい、顔面神経麻痺など、
入院手術は扁桃手術のほか、鼻内内視鏡手術を行っています。診察
室に各種検査機器（喉頭内視鏡、診察用顕微鏡、頚部超音波、眼振
計）を備え、その場ですぐ検査ができます。また、画像を取り込み、
普段は見ることのできない耳、鼻、のどの画像を、モニターに提示
し説明しています。嚥下内視鏡検査は嚥下機能のみならず、専門性
を活かして咽喉頭の器質的疾患も評価します。補聴器は相談医在籍
のため、適応の見定め、適切な販売店への紹介、長く使っていただ
けるよう購入後も指導をしています。頭頚部癌は生検、画像検査等
診断まで行い、治療は主に広島大学病院へ紹介し、治療後のフォロ
ーは当科でも行っています。症状は、難聴、めまい、鼻炎、頚部腫
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瘤など、当科領域全般に幅広く対応します。

耳鼻咽喉科 主任部長

宮里 麻鈴

みやさと まりん

連携医療機関のご紹介
石田医院 （広島市東区）
今回は連携医療機関の「石田医院」をご紹介します。お話は院長の木村 茂先生に伺いました。

クリニックの特徴と JR 広島病院との連携
当院は戦後まもなく、戸坂の地域医療を担うべく、吉田和夫院長により吉田医院
として開院しました。その後、石田秀子現理事長が継承し、医院の新築に伴って平
成 2 年に医療法人石田医院と改名しました。そして令和 2 年４月に現院長と木村友
希医師が加わり、一般内科、消化器内科（上部、下部内視鏡検査・治療、腹部エコ
ーなど）を中心とした、より充実した診療に努めております。また、訪問診療やデ
イサービスセンター青葉の運営を通じて、地域のニーズにできるだけ対応できるよ
う努力しているところです。
JR 広島病院の先生方には、診断が困難な慢性疾患や入院を要するかもしれない

木村 茂 先生

急性期疾患、手術が必要な疾患など、多岐にわたって的確な後方支援を頂いており

（石田医院 院長）

ます。

診療で大切にしていること
古くから地域密着型の診療所として、わかりやすい
説明と満足していただける診療をモットーに、日々励
んでおります。

JR 広島病院に期待すること
東区唯一の総合病院として、引き続き密接な連携
のもとに、色々な面でのサポートをお願いできれば
幸いです。
石田医院
院長：木村 茂

電話：082-229-0118

住所：〒732-0016 広島市東区戸坂出江 2 丁目 10-31

トピックス
広島大学から感謝状を授与
当院整形外科の小林孝明部長が、広島大学長から感謝状を授与されました。大学で受けた文部科学大臣表彰の
研究の分担研究者としてのものです。
「磁性化細胞と磁場を用いた低侵襲再生医療研究」
これまでの再生医療では治療部位を大きく切開して展開しなくてはならない問題があったが、ヒトに使用済の
鉄ナノ粒子で細胞を磁性化し、注入時に体外から強力な磁石を用いて細胞を幹部に集積させる「磁気化細胞を用
いた磁気ターゲティング」技術の開発研究を行うことにより、注射などの低侵襲な方法で移植した細胞を患部に
効率的に集積させ、比較的少量の細胞で組織修復を促進させるための研究である。
低侵襲による細胞治療法を確立することは、超高齢化社会で運動器の障害に苦しむ患者のＱＯＬ（生活の質）
向上や医療費削減に寄与することが期待されています。
〒732-0057 広島市東区二葉の里３丁目 1-36

Tel:082-262-1171

Fax:082-262-1499
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