
「在宅医療連携のための連絡手段調査票」（第２支部：矢賀・尾長地区）

医療機関名 電話番号 FAX番号 面談 電話

1 2 3 4 5

医療法人社団　豊島医院 東区矢賀１丁目６－２６ 281-1612 281-1622 内科 電話 FAX･FAXｼｰﾄ 面談 メール フェイスネット
月火水金９：００～１２：００、１４：
００～１５：００、１６：３０～１８：０
０．木土９：００～１２：００

月火水金９：００～１２：００、１４：
００～１５：００、１６：３０～１８：０
０．木土９：００～１２：００

槙坪病院 東区光町１丁目１４－２ 263-5788 263-5883 内科 電話 面談 月～金９：００～１７：００ 月～金９：００～１７：００

中岡医院 東区矢賀新町４丁目１－２８ 283-4970 283-4970 内科 神経科 電話 FAX･FAXｼｰﾄ 月～金９：００～１２：００

医療法人あずさ会　森整形外科 東区光町１丁目３－１６ 264-5225 262-4540 整形外科 電話 面談 メール FAX･FAXｼｰﾄ フェイスネット 木１３：３０～１５：００ ２４時間

医療法人　中山整形外科医院 東区中山東１丁目５－８ 289-1030 289-3761 整形外科 メール 電話 FAX･FAXｼｰﾄ フェイスネット
月～金９：００～１２：００、１
５：００～１７：００、木・土９：０
０～１２：００

月～金１３：００～１４：００、
木・土１２：００～１３：００

医療法人社団えとむ会　神人クリニック 東区若草町１８－４６ 261-0600 261-0601 内科 精神科 面談 電話

江川皮ふ科クリニック 東区曙２丁目８－１８ 264-6666 264-6667 皮膚科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 面談
月～金９：００～１２：３０、１４：３０
～１８：００、木休み、土９：００～
１３：００

月～金９：００～１２：３０、１４：３０
～１８：００、木休み、土９：００～
１３：００

医療法人ひろまさ会　谷本クリニック 東区尾長東２丁目５－４ 262-0007 263-1818 内科 外科 整形外科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール フェイスネット 面談 診療時間内 診療時間内

たにぐち小児クリニック 東区中山東２丁目２－９　ヴェルディ中山 508-4115 508-4116 小児科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール
月～金１０：００～１２：００、土１
０：００～１２：００

月～金１３：００～１４：００

青山クリニック 東区曙１丁目４－３０ 261-3777 261-3787

おか内科循環器科 東区光町２丁目４－６ 506-3220 506-3232 内科 電話 FAX･FAXｼｰﾄ メール フェイスネット
月火水金１５：００～１８：００、木
土９：００～１２：００

月火水金９：００～１８：００、木土
９：００～１３：００

松野クリニック 東区中山東２丁目２－３３ 508-4488 508-4487 呼吸器科 胃腸科 FAX･FAXｼｰﾄ フェイスネット 電話 面談 メール 月～土１２：４０～１３：４０ 月～土１２：４０～１３：４０

たまき内科消化器科 東区曙１丁目８－９ 261-3782 261-3782 内科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 面談 フェイスネット
月～金９：００～１２：００、１５：００
～１８：００、土９：００～１２：００

月～金９：００～１２：００、１５：００
～１８：００、土９：００～１２：００

医療法人　小田内科クリニック 東区曙５丁目３－２６ 568-0700 568-0600 内科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール 月～土１３：００～１５：００月～土１３：００～１５：００

中谷整形外科 東区愛宕町９－１７ 261-0312 236-3600 整形外科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール フェイスネット 木・土除く　診療時間内 木・土除く　診療時間内

医療法人社団石見会　いわさきクリニック 東区東山町１－９ 262-5271 261-8720 内科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール 面談 月～金９：００～１２：００
月～金９：００～１７：００、土９：０
０～１２：００

医療法人社団　水野皮ふ科 東区若草町１１－１－１０１ 263-6775 263-6775 皮膚科 電話 FAX･FAXｼｰﾄ 面談 月～金１３：００～１４：００
月～金９：００～１３：００,１５：００
～１８：００、木・土９：００～１３：０
０

医療法人木村整形外科リハビリ・ペインクリニック 東区若草町１１－２　グランアークテラス３Ｆ 264-5566 264-5522 整形外科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 FAXが良いです FAXが良いです

ながたクリニック 東区矢賀２丁目８－１８ 890-1119 890-2228 FAX･FAXｼｰﾄ メール 電話 フェイスネット 面談 月～水・金１４：４５～１５：００
月～水・金１４：４５～１５：００、１
６：３０～１７：００、木土１２：００～
１３：００

医療法人恵林会　益田内科胃腸科医院 東区若草町６－１ 263-1955 264-2150 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール フェイスネット 時間を決められない
月水金１５：００～１８：００、木土
９：００～１２：００

ウィミンズ・ヴィセオ　クリニック広島 東区若草町１１－２　グランアークテラス３Ｆ 568-5177 568-5188 産婦人科 産科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 面談
月～水、金土１４：００～１５：００
頃（あらかじめお電話ください）

月～水、金土１４：００～１５：００
頃、急ぎの場合は９：００～１９：０
０頃

三原皮ふ科アレルギー科 東区中山東２丁目２－１－２ 289-5050 289-7770 皮膚科 電話 面談
月～金９：００～１２：３０、月火水
金１５：００～１７：００

月～金９：００～１２：３０、月火水
金１５：００～１７：００

ののやま眼科 東区中山西２丁目４－６ 562-2668 562-2669 眼科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話
月水金９：００～１３：００、１４：３０
～１７：３０　火９：００～１２：００、
木土９：００～１３：００

たかた内科クリニック 東区若草町１０－１５ 263-5077 263-5076 内科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 メール
月火木９：００～１２：００、１５：００
～１７：００、水金９：００～１２：００

月火木９：００～１２：００、、水金
９：００～１２：００

医療法人　横田メンタルクリニック 東区若草町１１－２　グランアークテラス３Ｆ 568-8338 568-8339 精神科 心療内科 FAX･FAXｼｰﾄ 電話 面談 フェイスネット
月火木金９：００～１２：００、１４：
００～１８：００、土９：００～１２：０
０、１４：００～１７：００

月火木金９：００～１２：００、１４：
００～１８：００、土９：００～１２：０
０、１４：００～１７：００

ライフサポートクリニック広島 東区東蟹屋町７－３４重見ビル3階 259-3345 259-3346 FAX･FAXｼｰﾄ 電話
月火木１０：００～１２：００、月１
４：００～１９：００、水１４：００～１
９：００、火木金１３：００～１８：００

医療法人社団HARG 広島アレルギー呼吸器クリニック東区光町1丁目９－２８第一寺岡ビル６F 568-1167 568-1239 内科　アレルギー呼吸器内科 FAX･FAXｼｰﾄ メール

ワカサ・リハビリ病院 東区東山町１５－１ 264-1001 26401015 リハビリ　内科 電話 FAX･FAXｼｰﾄ 面談 メール
月～金９：００～１２：００、１３：００
～１７：００　土９：００～１３：００

月～金９：００～１２：００、１３：００
～１７：００　土９：００～１３：００

メールアドレスについては、直接、医療機関にご確認下さい。

住　　　所 診療科目名 連携手段の優先順位

アレルギー科

児童・思春期精神科、心療内科、内科

循環器内科

アレルギー科

循環器科

内科消化器内科（胃腸内科）

内科消化器内科、外科

脳神経外科


