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● 地域内で質の高い医療リハビリテーションを提供します。

●  患者さまの人格・人権を尊重し，患者さまの立場に立った
医療サービスを提供します。

● 情報提供と十分な説明を行い，患者さまの信頼と満足に努めます。

● 知識と技術の向上を常に心がけ，医療の質の向上に努めます。

● 業務の効率化に努め，健全で活力のある病院経営を行います。

基
本
方
針

広島県立障害者リハビリテーションセンター

理　念

一日も早い社会復帰を願って，
質の高い信頼される医療の

提供に努めます。

Ａ3見開きの場合は
ノンブルなし

ハセコミがある場合は
ノンブルあり医療センター

　　　だより



　平成28年８月８日（月），今回で３回目となる医師を志望
する高校生対象の医療体験セミナーが行われました。場所は
広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センターの
手術室，広島県立広島高等学校から４名，ノートルダム清心
高等学校から２名，広島大学附属高等学校から１名，AICJ
高等学校から１名の，計４校の高等学校から８名の高校生の
方々が今回のセミナーに参加されました。
　セミナーでは，鶏肉を使った縫合体験や，実際に手術室に
入って，手術顕微鏡や関節鏡などに触れる医療機器体験をし
ました。
　手術前の正しい手洗いや，術衣の着用の方法を習い，普段
何気なく行っていることでも医療現場では細心の注意が必要
であり，清潔操作の重要性も学んでいただきました。

を目指す高校生を後押し!!

　高校生の皆さんが，実際の医療現場を自分の目で見て体験
することは，現場で働く医師の方々の技術の高さや，興味を
深める貴重な体験となったことでしょう。
　実際に，広島県立広島高等学校3年生の方は，このセミナー
を通して，「より医師という仕事の実感が沸いた。学校での勉
強を頑張って早く医師になりたい。」また，ノートルダム清心
高等学校１年生の方は，「実際に手術室に入って医療機器に触
れることは初めてで，貴重な体験になった。視野が広がった。」
という感想がありました。
　この他，「医療関係に進もうと思えた。」，「医師になること
に迷いがあったが，貴重な体験・話を聞くことで，医師にな
りたいという気持ちが高まった。」という感想を持たれた学生
が多数おられました。

　今回，この高校生医療体験セミナーを通して，地域医療事
情を理解していただき，学生の方々の医師を目指す気持ちの
後押しができれば幸いです。
　そして，当センターを利用する患者様やそこで働く職員の
様子を含め，ここ広島県立障害者リハビリテーションセンター
医療センターを知っていただくきっかけになりました。

医師

高校生医療体験セミナー
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縫合体験の様子

医療機器体験の様子
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放射線科の理念　　障がいのある人が安心して放射線検査を受けられる放射線科を目指します。

　放射線科の業務は大別してＸ線撮影・

ＣＴ撮影・ＭＲＩ撮影があります。

　どこの医療機関でも放射線科の検査は，

立位・座位または臥位で，一定の体位を取

らされ体を動かさないことが求められま

す。体が動くと画像がぶれ，体位が悪いと

診断に必要な画像が提供できないからです。

　知的障害の方にとっては検査への理解が

難しく，身体障害の方にとっては体位を求

められ静止する事が苦痛であり，不可能な

こともあり放射線検査は容易な事ではあり

ません。

　こんな理由からか障害者・保護者の方か

ら他の医療機関では「放射線検査は無理だ

と言われた」という声を聞きます。

　当放射線科ではＸ線撮影・ＣＴ撮影では

姿勢の保持に複数の技師が体位の支えに付

き，ＭＲＩ撮影では少量の眠剤で自然の眠

部署紹介シリーズ
第８回目は放射線科です。

各科紹介
放射線科

りを待ち，可能な限り短時間で静かなシー

ケンスで撮影しています。

　撮影はたいへん困難で時間が掛かります

が，障害者の方々の撮影こそが放射線科の使

命であると考え，日々業務に就いています。

　障害者・保護者の方から他の病院では無

理だと言われましたが「ここでは撮っても

らえた」と言われると技師冥利に尽きます。

　８月下旬から医療センター２病棟で，改修工事が始まりました。
　平成３年に竣工して以来の改修工事となり，病室及び廊下の
壁紙張替，建具更新，床清掃を行っています。
　浴室については，大浴槽から個浴対応浴槽とすることとし，
脱衣室を含めた全面改装を行っています。

　また，今回の改修工事に伴い，入院患者様をはじめ利用者の
方々には騒音や臭気などでご迷惑をおかけしております。工事
の終了は１月末を予定しています。
　よりよい環境と快適で過ごしやすい病棟作りに向けて尽力い
たしますので，皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

２病棟　改修工事途中経過
～よりよい環境と快適な病棟へ向けて～

【改修後】２病棟　居室

【改修前】２病棟　居室



医療センター
広島県立障害者リハビリテーションセンター

交 通 案 内

■「JR バス」利用の場合
JR西条駅から「黒瀬町市飯田・呉市」行き乗車。
「県立西条農業高等学校前」停留所で下車。
停留所から約１㎞です。

■自動車の場合
山陽自動車道西条インターチェンジから
国道375号線を呉方面に車で約20分，
「西農前バス停」交差点を右折して約１㎞です。

●お問い合わせ先●

広島県立障害者リハビリテーションセンター
医療センター

〒739-0036　東広島市西条町田口295-3番地
電話（082）425-1455（代表）
FAX（082）425-1094
URL http://www.rehab-hiroshima.org

西条駅▶広島県立障害者リハビリテーションセンター

区分 西条駅前 栄町 市役所前 自動車学校前
卯之留
（うのとめ）

国際
プラザ 西農前 リハ

センター
１便   9:12   9:14   9:16   9:21   9:23 →   9:27   9:30

◎ ２便 10:00 10:02 10:04 10:09 10:11 10:16 10:22 10:25
◎ ３便 10:50 10:52 10:54 10:59 11:01 11:06 11:12 11:15
▲ ４便 11:42 11:44 11:46 11:51 11:53 → 11:57 12:00
◎ ５便 13:35 13:37 13:39 13:44 13:46 13:51 13:57 14:00
６便 15:50 15:52 15:54 15:59 16:03 → 16:05 16:08
７便 16:42 16:44 16:46 16:51 16:55 → 16:58 17:00

◎：国際プラザ経由便
▲：土，日，祝祭日運休便

広島県立障害者リハビリテーションセンター▶西条駅

区分 リハ
センター 西農前

国際
プラザ

卯之留
（うのとめ）

自動車
学校前 市役所前 栄町 西条駅前

◎ １便   8:33   8:36   8:42   8:47   8:49   8:54   8:56   8:58
◎ ２便   9:35   9:38   9:44   9:49   9:51   9:54   9:56   9:58
３便 10:28 10:31 → 10:35 10:37 10:42 10:44 10:46

▲ ４便 11:20 11:23 → 11:27 11:29 11:32 11:36 11:38
◎ ５便 13:00 13:03 13:09 13:14 13:16 13:19 13:23 13:25
６便 15:20 15:23 → 15:27 15:29 15:32 15:36 15:38

◎ ７便 16:10 16:13 16:20 16:24 16:26 16:29 16:33 16:35
◎：国際プラザ経由便
▲：土，日，祝祭日運休便

無料送迎バス時刻表
平成28年度　外来担当表

※担当医は都合により変更することがあります。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

整形外科

黒瀬
安永
宮下
岡
田中
兒玉

水関
歌野原
谷本

水関
安永
藤井
田中

黒瀬
藤井
兒玉
谷本

宮下
岡
歌野原

小児整形 志村 大谷
志村

（午前×）
（午後予約）

志村
（午後予約） 大谷

リウマチ科 - 水関 水関 - -

高次脳機能科
神経内科

近藤
梅本

近藤
　
　

近藤
村田

（村田ゆかり）

近藤
梅本
　

近藤
細見

小児科 澤野 馬渡
須藤

古川
　

澤野
須藤

馬渡
古川

歯科 古胡 古胡 古胡
　

古胡
（午後×）

古胡
香川（隔週）

泌尿器科 薄井 　 薄井 薄井 薄井

（10月１日現在）


