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外来診療体制一覧表

編集後記

受付
時間 《午前》

初　診 8：30〜12：00
《午後》

初　診
12：00〜17：30

再　診 7：30〜12：00 再　診
診療時間　午前 9：00〜12：30・午後 13：30〜17：30

月 火 水 木 金 土

外　科
総合診療

午前 谷本康信 谷本康信 香河哲也 谷本康信 香河哲也 香河哲也

午後 迫田拓弥
（広島大学）

迫田拓弥
（広島大学）

迫田拓弥
（広島大学）

兒島正人
（広島大学）

兒島正人
（広島大学）

一般内科
消化器・
肝臓内科

午前
井上正規 井上正規 井上正規 井上正規 井上正規 谷本祐加子

中村一樹
（広島大学）

午後

井上正規 井上正規 井上正規

岡本由貴
（広島大学）

火曜日午後の岡本由貴（広島大学医学部）は大腸内視鏡予約

糖尿病内科

午前 高橋雅己 高橋雅己

午後 高橋雅己
午後は予約制（毎月第２、第４月曜日）15：00迄

耳鼻咽喉科 午前
福島典之
（広島大学）

福島典之
（広島大学）

堀部裕一郎
（広島大学）

高原・弓井
（広島大学）

補聴器外来は毎月第２、４木曜日。土曜日は高原大輔・弓井康平による交互診療

睡眠外来 午前 谷本康信 谷本康信 谷本康信
（物忘れ外来予約）

禁煙外来 午前 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子
（第２、４休診）

点滴・注射 9：00〜12：00　13：30〜17：30（木曜午後休診）

リハビリ 9：00〜12：00　13：30〜17：30（木曜午後休診）（土曜日午後17：00まで）

眼　科
午前 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子 谷本佳都子

（第２、４休診）

午後 谷本佳都子
（予約制）

谷本佳都子
（予約制）

泌尿器科 午前 植田秀雄 植田秀雄 植田秀雄 植田秀雄 植田秀雄

整形外科 午前 谷本佳弘菜
（広島大学）
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送迎バス時刻表

検体便 12：13 本郷中央病院着
検体便 12：13 本郷中央病院着

１号車
方　面 時間 場　所

沼田西東

7：45 小泉病院発
7：50 JA沼田西
7：54 あやめが丘
8：04 笑顔みはら前
8：07 沼田東三和公民館前
8：09 ショージ前
8：12 本郷駅前ロータリー
8：15 本郷中央病院着発

船木方面

8：25 堂谷
8：33 姥ケ原
8：43 河内谷
8：50 せせらぎ前
8：55 本郷中央病院着

本郷→小泉
（本郷忠海線）

9：00 本郷中央病院発
9：05 熊谷商店
9：08 甲原交差点
9：10 小泉病院着

小泉→本郷
（小泉本郷線）

9：15 小泉病院発
9：20 沼田西セブンイレブン前
9：26 松江団地
9：27 りなさの森
9：30 本郷中央病院着

本郷団地
方　面

9：35 本郷中央病院発
9：38 本郷駅ロータリー
9：40 セブンイレブン本郷東店前
9：50 さくらコンフォート本郷

9：51 本号郵便局前
9：53 市役所本郷支所
10：00 本郷中央病院着

船木方面
（送り）

10：15 船木方面送り
10：45 本郷中央病院着

沼田西・本郷
方面（送り）

10：50 沼田西・本郷方面送り
11：15 本郷中央病院着

高坂方面
（送り）

11：20 高坂方面送り
12：00 本郷中央病院着

本郷→小泉
（本郷忠海線）

12：00 本郷中央病院発
12：13 甲原交差点
12：15 小泉病院着

２号車
方　面 時間 場　所

河内方面

8：30 上河戸郵便局
8：41 沼田川大橋
8：43 河内駅前
9：10 本郷中央病院着発

北方方面
9：16 善入寺（前畑）
9：20 北方
9：25 本郷中央病院着発

高坂・本郷
方　面

9：35 江良
9：43 許山
9：45 高坂公民館前
9：50 本郷駅前ロータリー
9：55 本郷中央病院着
10：00 本郷中央病院発

本郷→小泉
（本郷忠海線）

10：10 甲原交差点
10：13 小泉病院着発（検体）

小泉・南方
沼田西
方　面

10：20 沼田西セブンイレブン前
10：27 松江団地
10：28 りなさの森
10：30 杉臼団地
10：32 熊谷商店
10：35 本郷中央病院着

北方方面
（送り）

10：40 北方方面送り
11：15 本郷中央病院着

河内方面
（送り）

11：20 河内方面送り
12：20 本郷中央病院着

３号車
方　面 時間 場　所

小坂・高坂
方　面

7：30 小泉病院
7：35 沼田西セブンイレブン前
7：42 セブンイレブン本郷東店前
7：45 本郷団地前
7：50 小坂団地
7：53 慶雲寮前
8：00 本郷駅裏
8：08 城山団地
8：10 本郷中央病院着

日名内・南方
方　面

8：20 本郷中央病院発
8：35 サテライト
8：40 南方郵便局前
8：42 Ｅ　ゴルフ（本郷西小）前
8：45 本郷給食
8：50 杉臼団地上
8：53 りなさの森
8：54 松江団地
9：00 本郷中央病院着

本郷→小泉
（本郷忠海線）

9：05 本郷中央病院発
9：12 熊谷商店
9：17 小泉病院着

三原駅方面
（学生便送り）

9：30 小泉病院発（学生便）

9：50 看護学校着
10：00 三原駅着発（北口）
10：08 宮浦中学校前
10：12 やっさ石油前
10：20 ダイヤハイツ
10：22 三原第５中学校前
10：30 小泉病院着（検体）

小泉→本郷
（本郷忠海線）

10：42 小泉病院発
10：47 熊谷商店
11：00 本郷中央病院着

日名内・南方
方面（送り）

11：00 日名内・南方方面送り
11：30 本郷中央病院発

本郷→小泉
（本郷忠海線）

11：35 熊谷商店
11：40 甲原交差点
11：42 小泉病院着

仁康会　本郷中央病院
（令和３年１月改定）
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医療法人 仁康会

本 郷 中 央 病 院
〒729-0414　広島県三原市下北方１丁目7番30号
TEL（0848）86−6780　FAX（0848）86−4564
ホ ー ム ペ ー ジ：http://jinkokai.jp/hongou/

新緑が目に鮮やかな季節となりました皆様いかがお過ごしでしょうか。
昨年来の新型コロナウイルスにより日本中が右往左往している昨今、当院も感染対策を
講じ緊張のある毎日です。どうぞ皆様今一度初心に立ち返り感染予防を心かけて下さい。

編集担当：吉井
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新スタッフ紹介

院長あいさつ／副院長あいさつ

　病院敷地内の桜も満開を迎え、新しい春が巡って来ました。昨年の新型コロナウイルス
のパンデミックで様々な課題が降りかかり、ようやく豪雨災害から立ち直ろうと病棟を
徐々に再開し始めた矢先のことでした。皆様の生活にも計り知れない大きな影響を与えた
ことでしょう。当院でも、面会制限を余儀なくされ、入院患者様もご家族との触れ合いが
間遠になり心寂しい思いをされ、ご家族様もさぞご心配されたことでしょう。
　その後web面会を開始し、面会の後の患者様のお顔が面会前と比べて驚くほど明るく、
会話も活発になられ、家族との絆、人とのつながり、コミュニケーションの大切さを再確
認いたしました。
　日本でもいよいよワクチンの接種が始まり、順次当院職員、入院入所者様の、ご家族の

皆様にもワクチン接種が広がっていくことと思います。日本中で集団免疫が広がり1日も早く新型コロナウイル
ス感染が終息に向かうことを願っています。
　その日まで、わたくしたち職員一同、外来患者様入院患者様入所様の当院で過ごす時間が、少しでも心安ら
げるものであるよう心を尽くしてまいります。
　当院をご利用の皆様、職員一同、なお一層健康に留意され、この困難を乗り越えてまいりましょう。

　さわやかな風に誘われて外出したくなる季節になりました。しかし、まだ四六時中コロナ
コロナで皆様もうんざりされていることでしょう。
　この病気による経済的な打撃ももちろんですが、何よりも人と人とのつながりを絶たれて
しまうことによる影響が大きいような気がします。
　病院としましても面会制限などご迷惑をおかけして申し訳なく思っております。正直ワク
チン接種についても現時点では流動的で不安は一向に解消されておりません。ただ、恐ろし
い病気ではありますが、人間は昔から天然痘、ペスト、インフルエンザなど数々の病気に打
ち勝ってきた歴史があります。明けない夜はないという言葉通り人類が滅亡しない限りは必
ずコロナウイルスも制圧できる日が来ます。
　話は大きくなりましたが、皆様も難しくは考えず、まずは自分の体調管理を行うことが感染拡大予防につながる
と考えます。当院としましても微力ながらお手伝いできるよう努力をしていきます。皆様がマスクなしで笑顔で集
まれる日が来ることを心待ちにしております。

院長
谷本　康信

副院長
香河　哲也

病棟ケアスタッフ
梶山　龍希

自分の持ち味は声なの
で患者さんにしっかり
聞きとって貰いプラス
でコミュニケーション
を上手く取り、名前で
呼ばれるスタッフにな
りたいです。

病棟看護師
菅　登季夫

患者さんの心に寄り添
える看護を提供できる
ように、学び、努力し、
恩師との約束を証明す
る為にも頑張って行き
たい。

病棟看護師
菅原　麻衣

ーから看護について
しっかり学び、患者様
に安全で、安心で、き
る看護を行えるようが
んばっていきたいです。

病棟看護師
林　典子

本郷中央病院のスタッ
フとして地域の方との
繋がりを大切に、患者
様や皆様に寄り添える
存在となれるよう頑張
ります。

病棟ケアスタッフ
園貞　朱里

初めての事ばかりです
が、患者さんに寄り添
い、患者さんに耳を傾
ける事を忘れず、仕事
を第ーとしソフトボー
ルも全力で、頑張って
いきたいと思います。

　当院では、患者様に安心して受診していただくために「発熱者・
風邪症状外来」を開設しています。発熱や風邪症状がある患者様は
一般の診察室とは別の場所で感染防護服着用の上、診察を行います。
診 察 日 月・火・水・金・土
診察時間 13：30～ 16：00迄
小児については、小児医療機関にご相談ください

※必ず電話による事前相談をお願いいたします。

☎代表（0848）８６−６７８０
◦患者様同士が接触しないように来院時間の調整をしています。
◦来院は予約時間を厳守していただき、できるだけ自家用車でお越しください。
◦病院に到着後、車内より連絡をお願いいたします。
◦来院時はマスクを着用してください。

受診時のお願い �

来 院 後 の 流 れ �

PCR検査の結果は、翌日電話にて連絡いたし
ます。
陽性で検出された方については、病院から
保健所に連絡を入れます。
自宅待機にて保健所の連絡をお待ちくださ
い。

病院に到着され
たら車の中か
ら、お電話をく
ださい。

係りの者が発熱
外来駐車場にご
案内致します。

車内にて、
問診、採血
を 行 い ま
す。

血液検査の結果
が出るまで車内
でお待ちくださ
い。

結果が出たら診
察室にて診察を
します。

診察後必要
が あ れ ば、
PCR検査を
行います。

内服薬などの処
方がある方は、
お車までお持ち
します。

会計は後日体調
がよくなってか
ら、精算にお越
しください。

本郷中央病院　感染対策委員会

風邪かな？と思ったら
まずはお電話を!!

「発熱外来」の受診について（完全予約制）

訪問看護せせらぎ通信

地連ニュース　 地域連携室 TEL 86−3866

介護医療院だより

所長・看護師
梶山 妙美

　高齢者が増える中、在宅療養を支える一員として親しみのある頼ってもらえる訪問
看護師でありたいと思っています。スタッフと共に頑張っていきますので宜しくお願
いします。

問い合わせ先
訪問看護ステーション　せせらぎ
広島県三原市下北方１丁目６番６号
TEL/FAX　0848−85−0861

立春を迎え、寒い中にも春を感じる機会が増えてきました。
介護医療院では壁画にて季節を感じていただこうと取り組んでいます。

春の季節に咲く花や、行事の飾りをしています。
「きれいなね」「かわいい」「お雛さんじゃね」など、声を聞き笑顔

を見ることができています。

行事食（節句）の様子です。
ちなみに、写真は3月3日のひな
祭りメニューです。
・ちらし寿司
・豚肉のネギ塩炒め
・お吸い物
・３色ぜりー

みなさん、それぞれ食べ方は違いますが�
おいしそうに食べられていました。お寿
は、いくつになっても大好きなようです。

食事の様子

レクリエーション

サイコロ
ゲーム
サイコロ
ゲーム

介護医療院へ赤鬼が
やってきました！みん
なで、新聞紙で丸めた
大きな豆で鬼退治をし
て厄払いをしました。
お昼ご飯には、巻きず
しもでました。

院内感染防止の為に、ご理解ご協力をお願いいたします。

令和3年1月12日より、リモート面会を開始いたしました。
始めは、戸惑いながら開始されたリモート面会でしたが、久しぶりに面会できた皆様には、
「顔が見れてよかった」「元気な声が聞けて良かった」などうれしい言葉を頂いています.。又、
付き添いリモートのお手伝いしているスタッフもご家族の何気ない会話や笑顔に心癒され
ております。

リモート面会始めました。

リモート面会は
予約制となっております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL（0848）
86−6780


