〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

機能

一般小児医療（初期小児救急医療を除く）

目標

● 地域に必要な一般小児医療を実施すること
● 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施する

① 一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施している
② 軽症の入院診療を実施している（入院設備を有する場合）
③ 他の医療機関の小児病棟やNICU等から退院するに当たり，生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支
医療機関に 援を実施している
訪問看護ステーション，福祉サービス事業者，行政等との連携により，医療，介護及び福祉サービス（レスパイト含む。）の調
求められる事 ④整が可能である
項 ⑤ 医療型障害児入所施設等，自宅以外の生活の場を含めた在宅医療を実施している
⑥ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施している
⑦ 慢性疾患の急変時に備え，対応可能な医療機関と連携している
⑧ 専門医療を担う地域の病院と，診療情報や治療計画を共有するなどして連携している
〔一般小児医療：関係医療機関〕

二次保健
医療圏

広島

市町名 施設種別
施設名
病院 広島市立広島市民病院
病院 広島赤十字・原爆病院
病院 中国電力株式会社中電病院
病院 医療法人あかね会 土谷総合病院
病院 広島逓信病院
診療所 中村内科小児科医院
広島市 診療所 灰塚医院
中区 診療所 あさお医院
診療所 細川・内藤医院
診療所 こうの小児科クリニック
診療所 医療法人 住田医院
診療所 上村医院
診療所 たけもとクリニック
診療所 千田こどもクリニック
病院 ＪＲ広島病院
診療所 こだまクリニック
広島市 診療所 いしがめ小児科
東区 診療所 医療法人社団 小畠クリニック
診療所 豊島医院
診療所 医療法人社団ひろまさ会 谷本クリニック
診療所 江島医院
診療所 医療法人 野島内科医院
診療所 坪田内科
診療所 堂面医院
診療所 竹本内科・眼科医院
田村医院
広島市 診療所
診療所
南区 診療所 おかはた小児科クリニック
駅ビルクリニック
診療所 もり小児科
診療所 いいだこどもクリニック
診療所 広島みなとクリニック
診療所 小児科さとうクリニック
診療所 医療法人社団 福原医院
診療所 いとうクリニック
診療所 大谷小児科医院
カドモト医院
広島市 診療所
新田小児科
西区 診療所
診療所 しのはら小児クリニック
診療所 みささ内科・消化器科クリニック
診療所 正木内科胃腸科医院

所在地
広島市中区基町7－33
広島市中区千田町1－9－6
広島市中区大手町3－4－27
広島市中区中島町3－30
広島市中区東白島町19－16
広島市中区舟入南3－13－7
広島市中区基町18－4－4
広島市中区江波南1丁目7番17号
広島市中区江波東1-13-28
広島市中区舟入幸町4-2 クリニックモール舟入4F
広島市中区大手町五丁目6－23
広島市中区住吉町8－19
広島市中区鶴見町14－6
広島市中区千田町2－1－27井原ビル1階
広島市東区二葉の里三丁目1番36号
広島市東区牛田東一丁目1番26号花房ビル1階
広島市東区温品七丁目10－11－20
広島市東区温品1丁目3-2
広島市東区矢賀1－6－26
広島市東区尾長東2丁目5-4
広島市南区宇品御幸2丁目5番7号
広島市南区東雲本町1丁目12-3
広島市南区東青崎町11-15
広島市南区皆実町3-4-34
広島市南区丹那町6-15
広島市南区宇品海岸2丁目12-25
広島市南区段原南1丁目1－22
広島市南区松原町2－37広島ステーションビルＡＳＳＥ6Ｆ618
広島市南区翠二丁目27－27
広島市南区皆実町四丁目22番8号
広島市南区宇品西5－12－46
広島市南区宇品西3丁目1－45－3クリニックモール宇品
広島市南区翠1丁目2番11号
広島市西区庚午南1－35－13
広島市西区己斐本町1丁目6－15三宅ビル1Ｆ
広島市西区横川町1丁目3番11号
広島市西区横川町三丁目9－14
広島市西区井口三丁目13－5
広島市西区三篠北町19番27号
広島市西区庚午北2丁目9-28
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二次保健
医療圏

広島

広島西

市町名 施設種別
施設名
広島市 診療所 医療法人ひばり 平岩内科
西区 診療所 むらき小児科
病院 広島医療生活協同組合 広島共立病院
診療所 桑原医院
診療所 近藤小児科・内科医院
診療所 大中医院
診療所 医療法人 西村小児科
診療所 高橋内科小児科医院
診療所 医療法人社団 たなべ小児科内科
診療所 よしみつこどもクリニック
診療所
広島市 診療所 かなはら医院
安佐南区 診療所 わんぱくキッズクリニック
矢野脳神経外科・やのこどもクリニック
診療所 医療法人たちばな会 斉藤内科医院
診療所 池上内科小児科医院
診療所 石井内科胃腸科
診療所 にこにこキッズクリニック
診療所 しみずこどもクリニック
診療所 堀江医院
診療所 医療法人社団三矢会 原田医院
診療所 いちごこどもクリニック
病院 広島市立安佐市民病院
病院 高陽ニュータウン病院
診療所 河野医院
診療所 土井クリニック
医療法人社団花水木会 鈴張クリニック
広島市 診療所
診療所
永田外科
安佐北区 診療所 医療法人
医療法人 名草内科胃腸科医院
診療所 木ノ原内科小児科医院
診療所 にし小児科
診療所 医療法人社団 吉見内科小児科医院
診療所 おきた内科クリニック
病院 広島市医師会運営・安芸市民病院
広島市 診療所
根石医院
安芸区 診療所 医療法人社団泰山会
畑川小児科
診療所 医療法人社団 赤尾ファミリークリニック
診療所 ながたこどもクリニック
医療法人 大江内科医院
広島市 診療所
診療所
佐伯区 診療所 ふじえ小児科
谷本小児科
診療所 医療法人社団 松永クリニック
診療所 医療法人社団和容会 速水医院
診療所 えのきクリニック
安芸高田市 診療所 徳永医院
診療所 政永内科・まさなが歯科クリニック
病院 マツダ株式会社マツダ病院
診療所
府中町 診療所 前野医院
さかの小児科
診療所 向洋こどもクリニック
海田町 診療所 原小児科
熊野町 診療所 藤田小児科医院
坂町
病院 済生会 広島病院
北広島町 病院 北広島病院
病院 広島西医療センター
診療所
大竹市 診療所 だいこく小児科クリニック
しまだファミリークリニック
診療所 荒田 クリニック
病院 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院
病院 アマノリハビリテーション病院
診療所 たなべ小児科
宮河小児科
廿日市市 診療所
診療所 おおさき小児クリニック
診療所 河村小児科
診療所 重症児者福祉医療施設 原
診療所 大野キッズ・ファミリークリニック

所在地
広島市西区庚午中1丁目6-21
広島市西区庚午北2丁目22－4サンフラワービル2Ｆ
広島市安佐南区中須2－20－20
広島市安佐南区八木2－13－27
広島市安佐南区山本一丁目19－36
広島市安佐南区沼田町阿戸2811－1
広島市安佐南区伴東5-19-23
広島市安佐南区緑井2丁目12番25号
広島市安佐南区大町東二丁目7－25－5
広島市安佐南区大町東一丁目8－25カサグランデ1－301
広島市安佐南区大町西一丁目1番10号
広島市安佐南区東原1丁目1番2号
広島市安佐南区大塚西1-24-12
広島市安佐南区大塚西4丁目8-31
広島市安佐南区西原8－39－12
広島市安佐南区西原7丁目5-4
広島市安佐南区緑井五丁目29-18 緑井ゆめビル103
広島市安佐南区祇園三丁目12－12－2
広島市安佐南区祇園2丁目22-28
広島市安佐南区川内4丁目15-18
広島市安佐南区川内五丁目14-20
広島市安佐北区可部南2－1－1
広島市安佐北区亀崎4－7－1
広島市安佐北区三入6－21－16
広島市安佐北区可部2丁目40番22号
広島市安佐北区安佐町鈴張2013-1
広島市安佐北区可部南3-18-24
広島市安佐北区落合1丁目2-6
広島市安佐北区亀崎一丁目2－30
広島市安佐北区可部5－14－16
広島市安佐北区口田3丁目28番11号
広島市安佐北区落合南1-11-15
広島市安芸区畑賀二丁目14番1号
広島市安芸区船越6-3-19
広島市安芸区船越南三丁目5番3号
広島市佐伯区海老園1-4-19
広島市佐伯区海老園一丁目6－22
広島市佐伯区楽々園三丁目5－27
広島市佐伯区八幡東三丁目28－17
広島市佐伯区五日市4－3－1谷本小児科ビル
広島市佐伯区皆賀二丁目2－31グリーンハイツ皆賀2Ｆ
広島市佐伯区湯来町白砂3527-2
安芸高田市吉田町吉田83401
安芸高田市甲田町高田原
安芸高田市甲田町高田原1451
安芸郡府中町青崎南2―15
安芸郡府中町石井城2－10－20
安芸郡府中町鹿籠2丁目13-2 カトウビル1F
安芸郡府中町青崎中24番26号 クリニックモール向洋4Ｆ
安芸郡海田町日の出町6番6号202グランステイツ海田2Ｆ

安芸郡熊野町6丁目26番4号
安芸郡坂町北新地二丁目3－10
山県郡北広島町壬生433－4
大竹市玖波4－1－1
大竹市晴海1丁目4-13-2F
大竹市油見3丁目12-7
大竹市油見三丁目19－19
廿日市市地御前1－3－3
廿日市市陽光台五丁目9番
廿日市市平良山手11番11号
廿日市市本町5－12
廿日市市阿品三丁目1－6
廿日市市上平良358－1
廿日市市原926-1
廿日市市大野中央五丁目1－43 2Ｆ
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二次保健
医療圏

呉

広島中央

尾三

市町名 施設種別
施設名
所在地
診療所 角医院
呉市音戸町藤脇二丁目19－3
診療所 神垣医院
呉市広横路2－14－32
診療所 竹広医院
呉市両城1－3－19
診療所 二井谷内科
呉市広駅前2-1-51
診療所 松田医院
呉市中通2-4-11
診療所 神垣小児科
呉市広中町12-24
診療所 黒澤波多見診療所
呉市音戸町波多見5丁目16-12
診療所 医療法人社団 越智医院
呉市豊町大長4976-2
診療所 重症心身障害児施設ときわ呉
呉市宮原13丁目2-12
呉市 診療所 高木医院
呉市三条1丁目9-7
診療所 手島医院
呉市本通5丁目1番24号
診療所 苗村小児科
呉市広白石4丁目8番35号
診療所 河原クリニック
呉市本通1丁目3番13号
診療所 田中医院
呉市宮原5丁目2－6
診療所 おかもと小児科クリニック
呉市中央1丁目2番3号ニッセイ呉シティビル3階
診療所 たかた小児科
呉市焼山北3丁目5－14
診療所 ゆみば子どもクリニック
呉市焼山北1丁目7番8号
診療所 大下クリニック
呉市天応南町11-1
診療所 のびのびこどもクリニック
呉市阿賀中央6丁目2-11 あがプラザ1Ｆ
診療所 長尾医院
江田島市沖美町三吉2707
江田島市 診療所 深江長坂医院
江田島市大柿町深江963－1
診療所 島の病院おおたに
江田島市能美町中町4711
病院 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 東広島市西条町寺家513
病院 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 東広島市西条町大字田口295―3
病院 医療法人社団葵会 八本松病院
東広島市八本松東三丁目9-30
診療所 新開医院
東広島市黒瀬町兼沢1074
診療所 神田医院
東広島市安芸津町風早1522
診療所 宇治木医院
東広島市西条西本町14番1号
診療所 川中医院
東広島市高屋町宮領1032
診療所 高橋ホームクリニック
東広島市八本松飯田六丁目16－12
診療所 医療法人社団造賀信原医院
東広島市高屋町大字造賀737－2
診療所 門澤医院
東広島市西条下見6丁目10番4号
診療所 門川内科医院
東広島市高屋町小谷2944番10号
診療所
高屋中央クリニック
東広島市高屋高美が丘5丁目2番1号
東広島市 診療所 こどもクリニック八本松
東広島市八本松南二丁目4－15
診療所 くぼにしクリニック
東広島市西条町大沢98－1
診療所 せきとう内科消化器科クリニック
東広島市西条町御薗宇5489－5
診療所 まきだクリニック
東広島市高屋町中島31－17
診療所 こまざわ小児科
東広島市西条町寺家7377
診療所 かとう小児科アレルギー科
東広島市西条土与丸5丁目9番6号
診療所 ファミリークリニック森のくまさん
東広島市高屋町大畠499－18
診療所 かわはらこどもクリニック
東広島市西条中央7丁目3-45 Jランドビル
診療所 医療法人社団 なんぶ内科医院
東広島市高屋町小谷3253-1
診療所 はたの小児科
東広島市黒瀬町兼広5-1
診療所 みわこどもクリニック
東広島市西条町西条東1051 丸ビル2F
診療所 竹仁診療所
東広島市福富町下竹仁504-5
医療法人社団仁寿会こうの医院
竹原市中央三丁目15番1号
竹原市 診療所
診療所 大貫内科医院
竹原市西野町1925ー7番地
病院 総合病院三原赤十字病院
三原市東町二丁目7－1
病院 社会医療法人里仁会 興生総合病院
三原市円一町2丁目5番1号
病院
社会医療法人里仁会
白龍湖病院
三原市大和町和木1504番地1
三原市 診療所 川西医院
三原市西町1－2－63
診療所 武田小児科医院
三原市城町1丁目16番1号
診療所 おばたクリニック
三原市中之町1丁目20番16号
病院 公立みつぎ総合病院
尾道市御調町市124
病院 日立造船健康保険組合 因島総合病院
尾道市因島土生町2561
病院 尾道市立市民病院
尾道市新高山3－1170－177
病院 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 尾道市平原一丁目10番23号
診療所 ささき小児科
尾道市西御所町2－9
診療所
西医院
尾道市手崎町7－16
尾道市 診療所 佐藤内科クリニック
尾道市浦崎町2723
診療所 おぐら小児科
尾道市高須町4803－8
診療所 田辺クリニック
尾道市古浜町6番20号
診療所 宇根クリニック
尾道市高須町4773番地1
診療所 板阪内科小児科医院
尾道市西久保町12－28
診療所 宮地クリニック
尾道市栗原町11482

〔広島県保健医療計画〕

二次保健
医療圏
尾三

福山・府中

備北

市町名 施設種別
施設名
向島小児科外科クリニック
尾道市 診療所
診療所 巻幡内科医院
世羅町 病院 公立世羅中央病院
病院 福山市民病院
病院 沼隈病院
診療所 いぶき小児科
診療所 きぬた小児科
診療所 さいとう小児科
診療所 たかはし小児科
診療所 なかよし小児科
診療所 みつふじ小児科
診療所 医療法人 こどもクリニックむらかみ
診療所 医療法人まこと会 クリニック和田
診療所 医療法人社団碧会 井口産婦人科小児科医院
診療所 橘高クリニック
診療所 高橋医院
福山市 診療所 細木小児科
診療所 小池やすはら小児クリニック
診療所 大日方小児科
診療所 南坊井上内科
診療所 日野ホームクリニック
診療所 法宗医院
診療所 木村小児科
診療所 よしだレディースクリニック内科・小児科
診療所 医療法人へき地医療会 内海町いちかわ診療所
診療所 医療法人社団 藤田小児科内科医院
診療所 広島県立福山若草園
診療所 坂本眼科小児科クリニック
診療所 いしおか医院
診療所 医療法人 おひさまこどもクリニック
府中市 診療所 奥野内科医院
神石高原町 診療所 吉實クリニック
病院 市立三次中央病院
診療所 高場クリニック
三次市 診療所
梶山小児科
診療所 三次市作木診療所
病院 総合病院庄原赤十字病院
庄原市 診療所
医療法人社団聖仁会 戸谷医院

所在地
尾道市向島町5437-1
尾道市因島土生町1686-1
世羅郡世羅町大字本郷918－3
福山市蔵王町五丁目23－1
福山市沼隈町中山南469－3
福山市城見町1丁目3－3
福山市神辺町川南960－3
福山市宝町5番24号
福山市三吉町三丁目1番13号
福山市引野町四丁目22－19
福山市川口町2丁目22番11号
福山市駅家町万能倉910－15
福山市多治米町2－14－12
福山市神辺町新湯野71－4
福山市宮前町一丁目3－15
福山市沼隈町草深428－1
福山市港町2丁目11－1
福山市光南町一丁目5番23号
福山市光南町3丁目2番8号
福山市駅家町大字近田582番地
福山市御門町3丁目3番15号
福山市伊勢丘五丁目6－1
福山市南蔵王町6－20－10
福山市新涯町3丁目19－36
福山市内海町ロ355-1
福山市春日町3丁目10-25
福山市水呑町4357番地水呑三新田42-1
福山市大門町1-40-12
福山市大門町3丁目19-14
福山市御幸町森脇426-1
府中市府川町368－1
神石郡神石高原町油木乙6676-15
三次市東酒屋町531
三次市三良坂町三良坂877－5
三次市十日市南一丁目8番10号
三次市作木町下作木1503
庄原市西本町二丁目7－10
庄原市西本町2丁目15-31

※ リストは，一般的な小児医療に必要とされる診断，検査，治療を実施している医療機関で，申し出のあったものを掲載

〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

初期小児救急医療
● 初期小児救急医療を実施すること
① 小児初期救急センター，休日夜間急患センター等において平日昼間や夜間休日における初期小児救急医療を
実施すること
医療機関に ② 緊急手術や入院等を要する場合，他科の診察を必要とする疾患に備え，対応可能な医療機関と連携しているこ
求められる事項 と
③ 地域で小児医療に従事する診療所医師等が，病院の開放施設（オープン制度）や小児初期救急センター等，夜
間休日の初期小児救急医療に参画すること
機能
目標

※ 便利な時間外診療ではありません。できるだけ，昼間のかかりつけ医で受診するようにしましょう。
※ 小児救急医療電話相談（#8000）では，受診の必要性についてのアドバイスや医療機関の案内を行っています。
〔初期小児救急医療：関係医療機関一覧〕
二次保健医療圏
＜夜間＞

広島
広島市
大竹市
廿日市市
安芸高田市
安芸郡
山県郡

広島市立舟入市民病院

17：30～8：30
広島市立安佐市民病院
18:00～22:00（日曜のみ）
＜休日昼間＞
当番医
9:00～18:00

（広島市のホームページ）

広島市立舟入市民病院

広島市中区舟入幸町14-11

17：30～8：30
＜休日昼間＞
当番医
9:00～18:00

8:30～17:15
＜夜間＞
呉市医師会小児夜間救急センター
19:00～22:40

広島中央
東広島市
竹原市
豊田郡

広島市安佐北区可部南2丁目1-1

広島市中区舟入幸町14-11

広島西医療センター

呉
呉市
江田島市

広島市中区舟入幸町14-11

広島市立舟入市民病院

8:30～17:30
＜夜間＞

広島西
大竹市
廿日市市

所在地

施設名

中国労災病院

呉医療センター
22:40～8:30
＜休日昼間＞
呉市医師会休日急患センター
9:00～18:00
＜夜間＞
当番医
18:00～22:00
＜休日昼間＞
東広島市休日診療所
9:00～12:00，13:00～16:00

竹原市休日診療所

9:00～12:00，13:00～16:00

（佐伯地区医師会のホームページ）
大竹市玖波4-1-1
呉市朝日町15-24（医師会病院内）
呉市広多賀谷1-5-1
呉市青山町3-1
※2病院による輪番制
呉市朝日町15-24（医師会病院内）

（東広島地区医師会のホームページ）
東広島市西条町土与丸1113
（東広島保健医療センター内）
竹原市中央3丁目14−1
（竹原市保健センター内）

〔広島県保健医療計画〕

二次保健医療圏

尾三
三原市
尾道市
世羅郡

福山・府中
福山市
府中市
神石郡

備北
三次市
庄原市

所在地

施設名
＜夜間＞

三原市医師会休日・夜間急患診療所

19:00～22:00（平日のみ）
＜休日昼間＞
当番医
＜夜間＞
福山夜間小児診療所
19:00～23:00
＜休日昼間＞
当番医
9:00～17:00
＜夜間＞
市立三次中央病院
17:00～8:30
＜休日昼間＞
市立三次中央病院
8:30～17:00
庄原赤十字病院
8:00～18:00

三原市宮浦1丁目15-1
（三原市医師会病院内）
（尾道市医師会ホームページ）
福山市三吉町南2-11-25
（福山市医師会館新館1階）
（福山市医師会のホームページ）
（松永沼隈地区医師会のホームページ）
三次市東酒屋町531

三次市東酒屋町531
庄原市西本町二丁目7-10

〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

小児専門医療
● 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者に対する医療を実施すること
● 小児専門医療を実施すること
① 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を実施している
② 一般小児医療を行う機関での対応が困難な患者や常時監視・治療の必要な患者等に対する入院診療を実施
している
院内外の診療科のバックアップ等，必要な連携体制を有している
医療機関に ③
④
小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域における医療機関と，小児医療の連携体制を形成することに
求められる事項 より，地域で求められる小児医療を全体として実施している
⑤ より高度専門的な対応について，高次機能病院と連携している
⑥ 療養・療育支援を担う施設との連携や，在宅医療を支援している
⑦ 家族に対する精神的サポート等を含む包括的支援を実施している
機能
目標

〔小児専門医療：関係医療機関一覧〕
二次保健医療圏

広島

広島逓信病院
広島市立広島市民病院

広島赤十字・原爆病院
土谷総合病院
広島大学病院

広島西
呉
広島中央
尾三

福山・府中

備北

所在地

施設名

広島市中区東白島町19-16
広島市中区基町7-33
広島市中区千田町1-9-6
広島市中区中島町3-30
広島市南区霞1丁目-2-3

県立広島病院

広島市南区宇品神田1丁目5-54

広島共立病院

広島市安佐南区中須2丁目20-20

広島市立安佐市民病院
ヒロシマ平松病院
廣島総合病院

広島市安佐北区可部南2丁目1-1
広島市南区比治山本町11－27
廿日市市地御前1丁目3-3

中国労災病院

呉市広多賀谷1-5-1

呉医療センター

呉市青山町3-1

東広島医療センター

広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センター

東広島市西条町寺家513
東広島市西条町大字田口295-3

三原赤十字病院

三原市東町2丁目7-1

公立みつぎ総合病院

尾道市御調町市124

尾道市立市民病院
尾道総合病院

尾道市新高山3丁目1170-177
尾道市平原1丁目10-23

福山医療センター

福山市沖野上町4丁目14-17

日本鋼管福山病院

福山市大門町津之下1844

福山市民病院

福山市蔵王町5-23-1

広島県立福山若草園
中国中央病院
庄原赤十字病院

福山市水呑町4357番 水呑三新田42-1
福山市御幸町大字上岩成148-13
庄原市西本町2丁目7-10

〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

入院を要する小児救急医療
●入院を要する小児救急医療を24時間体制で実施すること
① 入院を要する小児救急医療を24時間365日体制で実施可能であること（地域によっては輪番制として体
制を整備すること）
② 院内外の診療科のバックアップ等，必要な連携体制を有していること
医療機関に ③ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域医療機関と連携し，地域で求められる入院を要する小児
求められる事項 救急医療を担うこと
④ 高度専門的な対応について，高次機能病院と連携していること
⑤ 療養・療育支援を担う施設と連携していること
⑥ 家族に対する精神的サポート等を含む包括的支援を実施すること
機能
目標

※ 便利な時間外診療ではありませんので，気軽に受診することは避けましょう。
※ まずは初期小児救急医療（外来）を実施する医療機関を受診してください。（緊急の場合は救急車を利用）
※ 小児救急医療電話相談（#8000）では，受診の必要性についてのアドバイスや医療機関の案内を行っています。
〔入院を要する小児救急医療：関係医療機関一覧〕
二次保健医療圏

広島
広島市
大竹市
廿日市市
安芸高田市
安芸郡
山県郡
広島西
大竹市
廿日市市
呉
呉市
江田島市
広島中央
東広島市
竹原市
豊田郡
尾三
三原市
尾道市
世羅郡
福山・府中
福山市
府中市
神石郡
備北
三次市
庄原市

所在地

施設名

広島市立舟入市民病院

広島市中区舟入幸町14-11

中国労災病院

呉市広多賀谷1-5-1

呉医療センター

呉市青山町3-1

東広島医療センター

東広島市西条町寺家513

尾道総合病院

尾道市平原1丁目10-23

福山医療センター

福山市沖野上町4丁目14-17

日本鋼管福山病院

福山市大門町津之下1844

福山市民病院

福山市蔵王町5-23-1

中国中央病院

福山市御幸町大字上岩成148-13

市立三次中央病院

三次市東酒屋町531

庄原赤十字病院

庄原市西本町2丁目7-10

〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

高度な小児専門医療
● 地域を対象とした小児中核病院では対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を実施すること
① 広範囲の臓器専門医療を含め，地域小児医療病院では対応が困難な患者に対する高度専門的な診
医療機関に 断・検査・治療を実施すること
求められる事項 ② 療養・療育支援を担う施設と連携していること
③ 家族に対する精神的サポート等を含む包括的支援を実施すること
機能
目標

〔高度な小児専門医療：関係医療機関一覧〕
圏域

広島県

所在地

施設名
広島市立広島市民病院

広島市中区基町7-33

広島赤十字原爆病院

広島市中区千田町1-9-6

広島大学病院

広島市南区霞1丁目2-3

県立広島病院

広島市南区宇品神田1丁目5-54

医療法人あかね会 土谷総合病院
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

広島市中区中島町3－30
東広島市西条町大字田口295-3

〔広島県保健医療計画〕

【小児医療】

小児の救命救急医療
● 小児の救命救急医療を24時間体制で実施すること
① 地域を対象とした小児中核病院からの紹介患者や救急搬送による患者を中心として，重篤な小児患
医療機関に 者に対する救急医療を24時間365日体制で実施すること
小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を運営することが望ましいこと
求められる事項 ②
③ 療養・療育支援を担う施設と連携していること
④ 家族に対する精神的サポート等を含む包括的支援を実施すること
機能
目標

〔小児の救命救急医療：関係医療機関一覧〕
圏域

広島県

所在地

施設名
広島大学病院

広島市南区霞1丁目2-3

県立広島病院

広島市南区宇品神田1丁目5-54

尾道総合病院

尾道市平原1丁目10-23

※このほか，他県の医療機関と連携するなど，広域的な対応を行っています。

