


こころ通いあう、最善の医療を  提供します
院長挨拶

野村病院の理念・特徴
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病院概要

院長・理事長

人と人の、真心の通じ合う医療を目指して。
野村外科医院は10数年間アメリカで修業を積んだ外科医野村節夫が開設し、プライ

マリーケア(総合診療)、高度な手術・外傷治療を行える地域の中心的医療機関として

その役割を果たしてまいりました。現在は内科・外科・整形外科・麻酔科の多科診療

を行える病院となり、医療のみでなく、介護、福祉にも力を入れ、地域医療の一端を

担っています。

先人たちの努力により日本は世界最高の医療・保険水準となりましたが、コストを追求

する一部の人によって「医療費亡国論」が囁かれ、「経済・財政諮問会議による改革」

と称して医療費が抑制され、新しい研修医制度の導入とあいまって地域の医療崩壊が

始まってしまいました。一度壊れると元に戻るまでは十～数十年を要します。私どもは、

中・小病院のメリットを生かし、人と人の、真心の通じ合う医療が行えると考えています。

コミュニケーションの取りにくい世の中ですが、職員全員が苦しんで困っておられる方

の気持ちを、自分のこととして捉えることを目標とします。また、職員の自己研鑽、職員

教育のプログラムをスタートし、最高で最善の医療・介護・福祉を提供できるよう努力

します。一つ一つのことを積み重ね、地域に貢献できる社会人を育てていきます。

資格■
外科・整形外科・内科・麻酔科の認定医又は専門医・がんサポート医・
オレンジドクター・認知症サポート医など在籍

診療科目■
内科／外科／整形外科／リハビリテーション科／胃腸外科・胃腸内科／
循環器内科／麻酔科／ペインクリニック外科／疼痛緩和内科

病床数■
一般病棟（一般病床40床）／療養病棟（療養病床24床・地域包括ケア病床15床）

所在地■
〒731-0223  広島県広島市安佐北区可部南四丁目17番30号

院長■
野村　真哉

病院名■
医療法人 長久堂野村病院（いりょうほうじん ちょうきゅうどうのむらびょういん）

指定医療機関■
・労災保険指定病院
・被爆者一般疾病医療機関指定
・結核予防医療機関指定34条
・生活保護指定病院
・救急告示医療機関
・身体障害者福祉法指定医師

・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅悪性腫瘍患者指導管理
・在宅寝たきり患者処置指導管理

長久堂野村病院

医療法人
長久堂 野村病院
ネットワーク

居宅介護支援事務所 可部 通所リハビリテーション
「デイケアのむら」

サービス付き高齢者向け住宅
「ペルル」

訪問看護ステーション 可部
（訪問リハビリテーション）

リハビリ
テーション部

連携 連携

継続的医療緊急時対応 緊急時対応 連携

診療支援部
医療連携室 診療部 運営支援部 看護部

■特長
●外科系の入院治療の行える病院です。
●手術・救急への対応の可能な病院です。
●急性期から慢性期の継続的治療を行える病院です。
●介護保険の利用も可能で退院に向けての
　サポートシステムがあります。

長久堂野村病院は、外科・整形外科の手術や時間外の救急医療、リハビリテーション、緩和ケアなど地域社会が必要
とする医療を提供できる医療機関、さらには高齢化社会の医療・介護の様々なニーズにも対応できる医療機関を
目指しています。

■理念
1.

2.
3.
4.

私たちは、地域に必要とされる医療・介護・福祉の
ニーズにこたえます。
患者様、利用者様、入居者様本位のサービスを提供します。
社会に必要とされ、人の役にたつ人材を育てます。
良質で安全な医療を提供するため、健全な運営につとめます。

諸施設基準の届出■
【基本診療料の施設基準等】
・急性期一般入院料 ・地域包括ケア入院管理料 ・療養病棟入院基本料
・急性期看護補助体制加算 ・夜間急性期看護補助体制加算 ・医療安全対策加算
・感染対策向上加算 ・連携強化加算 ・患者サポート体制充実加算 ・療養病棟療養環境加算
・栄養サポートチーム加算 ・後発医薬品使用体制加算 ・機能強化加算 ・診療録管理体制加算
・データ提出加算 ・入退院支援加算 ・認知症ケア加算 ・せん妄ハイリスク患者ケア加算
・情報通信機器を用いた診療に係る基準 ・救急医療管理加算 ・医師事務作業補助体制加算

【特掲診療料の施設基準等】
・がん性疼痛緩和指導管理料 ・がん治療連携指導料 ・地域連携診療計画加算　
・検査、画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 ・別添１の「第１４の２」の１の（２）に
 規定する在宅療養支援病院 ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
・検体検査管理加算Ⅱ ・CT撮影及びMRI撮影 ・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ
・運動器リハビリテーション料Ⅰ ・呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
・がん患者リハビリテーション料 ・医科点数料第２章第１０部手術の通則の１６に揚げる手術
・輸血管理料Ⅱ ・輸血適正使用加算 ・胃瘻増設時嚥下機能評価加算 ・麻酔管理料Ⅰ

【その他】
・入院時食事療養Ⅰ ・酸素単価

沿革■
1976年  8月
1981年  4月
1990年  5月
1997年  7月
1999年10月
2000年  9月
2009年  3月
2009年11月
2010年  1月
2014年  9月
2017年  9月

野村外科医院開設　開設者：野村節夫
長久堂 野村病院開設
医療法人 長久堂 野村病院設立
訪問看護ステーション 可部開設
居宅介護支援事業所 可部開設
リハビリテーション施設開設 通所リハビリテーション「デイケアのむら」開設
適合高齢者専用賃貸住宅「ペルル」開設（現：サービス付き高齢者向け住宅）
通所介護「ヘルパーステーションのむら」開設
通所リハビリテーション「デイケアのむら」、ペルル内開設
長久堂野村病院　新築移転
福祉用具貸与事業所 可部開設

関連施設■
・訪問看護ステーション
・居宅介護支援事業所

・通所リハビリテーション
・訪問介護

・サービス付き高齢者住宅
・福祉用具貸与事業



■医療設備 ■診療内容
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内科・循環器内科

高血圧、糖尿病といった生活習慣病をはじめ、狭心症、不整脈といった循環器
内科疾患や喘息など呼吸器疾患の診断・治療・管理を行っています。常に患者
様お一人おひとりの、生活の質（QOL）向上を念頭においた医療を提供してい
くことを目指しています。いつでも安心して身体のこと、健康のことを相談でき
る「かかりつけ医」であり、また症状や検査結果によっては、地域連携や医療機
関の必要性も考慮しています。身体の不調などの気になる症状がある場合は、
まずはお気軽にご来院ください。

安心して身体のこと、健康のことを相談できます。

外科

当院は開院以来、胃や腸や胆嚢の手術、気胸などの手術を地域に密着した病
院として行ってきました。現在も、急性虫垂炎（いわゆる盲腸）やヘルニア（い
わゆる脱腸）の手術、大腸がんなどの腸の手術を行っています。近年、手術も
大病院志向が強い傾向にありますが、当院では、手術の体制も整っており、麻
酔専門医も在中して術前術後の管理も行っています。また、緊急手術にも対応
しています。対象疾患などご質問がありましたら、外来でご相談ください。

手術までの待機期間を短く設定しています。

整形外科
整形外科全般の診療、緊急手術にも対応します。

リハビリテーション科

リハビリテーション医療は、病気や外傷によって引き起こされた障害を可能な
限り回復させ、残された能力を最大限に高め、身体的・精神的・社会的に生き
がいのある生活を送れることを目的とします。当院では、理学療法士などのセラ
ピストによる術前・術後の急性期、回復期や脳血管疾患の患者様の急性期より
維持期までのリハビリテーション、がんの患者様のリハビリテーションなどを
行っています。また、在宅復帰後も外来通院でのリハビリテーションや在宅での
訪問リハビリテーションも行い、切れめなくADLが維持できる様努めています。

リハビリテーションに積極的に取り組んでいます。

胃腸外科・胃腸内科

時代とともに病気の考え方や治療法など、大きく変わって（変遷して）いきま
す。胃や腸の病気でも、外科手術がどの病院でも安全に行えるようになった時
代では、胃潰瘍の胃切除術や開腹して取る胆嚢摘除術が主流でしたが、昭和
60年頃にH2ブロッカー（胃酸を強力に抑える飲み薬）が出現して胃潰瘍の胃
切除術はゼロとなり、腹腔鏡（大きくお腹を切らないで、小さな穴からカメラと
特殊な機材を入れる）での胆嚢摘除術がほとんどとなりました。文明化ととも
に急性虫垂炎が減り、手術患者さんも減っています。また内痔核（いわゆる痔）
では切らないでお薬を注入して固めたり、レーザーで焼いたりするだけで切除
の必要のない治療も広まっています。近年は胃カメラ、大腸カメラの技術や機
械の進歩によって、がんがあっても粘膜の表面部分だけを切り取って、手術を
しなくても治療ができるようになりました。さらには、遺伝子、分子生物学の驚
異的な発展によって、がんや難病の治療も少しずつ可能となっています。私は
患者さんに「長生きしましょうね。今は超スピードで医療が進化していますか
ら、昔は治らないとあきらめていた病気が、治る時代がすぐにきますよ。」とお
話ししています。胃腸科もその波に乗って進歩、進化しています。

時代とともに変遷していく胃腸疾患。
変形性脊椎症、示指関節の変形症による疼痛、四肢の骨折の手術や保存的治
療、リウマチ関連疾患の治療等整形外科対象疾患全般の診療を行っています。
また、開放骨折などの緊急手術を要する場合の対応も行っています。

麻酔科

手術症例の麻酔、術前・術中・術後全身管理を行います。予定手術の術前の外来
を行っています。近年、高齢者や各種合併症を持つリスクの高い患者様が増加し
ていますが、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔などの麻酔を組み合わせることに
よって、よりストレスをかけない安定した全身管理・麻酔を計画、実践しています。

手術が安全に行えるよう
麻酔・術前～術後の全身管理を行います。

ペインクリニック外科・疼痛緩和内科

変形性脊椎症などの運動器疾患による疼痛、帯状疱疹後神経痛、複合性局所疼
痛症候群をはじめとする神経障害性疼痛の、ブロック治療・物理療法・内服治療
や、癌性疼痛に対する緩和治療など、幅広い疼痛緩和を目的とした治療を行って
います。各々の症状や、疾患の病態に合わせた疼痛治療を行っています。疼痛に
関するご相談もお受けしていますので、ご相談内容を事前にご連絡ください。

疼痛緩和を目的とし、
ブロック治療・内服治療を行っています。

1 MRI 2 CT 3 病室 5 総合受付4 食堂・デイルーム



■診療体制 ■関連施設
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入院治療のご案内

入院の流れ

※入院中、治療内容等ご質問がある場合には、回診時に担当医にお尋ねください。
※ご家族の方など患者様の病状説明を希望される方は、事前に希望日を看護師詰所にお申し出ください。患者様の同意を得て、ご説明します。
※介護保険をご利用の患者様は、居宅介護支援事務所、介護支援専門員名をお知らせください。併せて介護保険証をご提示ください。

●当院では、外科・整形外科・内科・ペインクリニック対象の患者様の入院治療を行っています。
●担当医、看護師、理学療法士などが診療計画を作成し、疾患の早期回復を図ります。
●他院よりの転院の相談も受け付けています。入院または受診されている医療機関の紹介状をお持ちください。
　担当医がご相談をお受けします。
●24時間連携を行っている医療機関・施設の患者様へは、夜間・緊急時にも対応します。

患者様の診療 入院時検査 診断・治療に
ついての説明

退院の流れ

※介護保険をご利用の方は、担当の介護支援専門員と退院後の介護保険利用について調整します。

治癒または
それに近い状態に軽快

担当医または看護師より
退院可能日連絡 退  院

事務手続きの
説明

入院時
診療計画書

入院
（治療開始）

●消化器内科・外科疾患、呼吸器内科・気胸などの胸部外科疾患、外傷など
●四肢の骨折などの整形外科疾患
●緊急手術も行っています。

対応可能な疾患

緩和ケアの特色

診療上の情報はすべて患者様本人に帰属すべきものであり、患者の皆様と情報を共有することにより
質の高い医療を提供できるように努めています。診療情報の開示をご希望の患者様はお申し出ください。

診療情報の開示について

救急医療
当院は一次救急及び入院・手術を必要とする二次救急も
行い、地域に必要な救急医療を提供できるように、日々努
力しています。外傷症例や消化器・呼吸器疾患患者様の救
急受け入れを行っています。緊急を要する患者様は、診療
時間外でも対応可能です。

症状緩和を必要とする悪性腫瘍患者様を
主な対象として診療を行っています。身体
的苦痛だけでなく、精神的な苦悩や社会的
な問題を解決して、患者様やご家族のQOL
を尊重した全人的ケアを実践するために、
チーム医療を心がけています。

在宅ケア総合支援とは
家庭での療養・ケアが必要な高齢障害者の方々。不幸にして進行したガンにか
かられ、家庭での療養を望まれている方々･･･。そういった皆様の、在宅での療
養・ケアのお手伝いをするため、医療・看護・介護・リハビリテーション・ケアマ
ネージメントなどの様々なサービスを、お一人お一人のご事情やご要望に合わ
せて、総合的に提供いたします。

緩和ケア・在宅ケア

疾患別リハビリテーション
当院では、脳血管疾患リハビリテーションⅡ、運動器リハビリテーションⅠ、呼吸
器リハビリテーションⅠ、がんのリハビリテーションの施設基準を有し、全身状
態の落ち着いた早期また、手術症例では術前よりリハビリテーションを行い、
ADLの維持改善に努めています。

退院後のリハビリテーション継続について
退院後にリハビリテーション継続の必要な患者様には、外来でのリハビリテー
ションの継続、介護保険による通所リハビリテーションや訪問リハビリテー
ションによりADLの維持向上を図ります。

リハビリ

居宅介護支援事業所 可部

●ケアプランの作成
●訪問調査

業務
内容

●要介護認定の代行申請
●各サービス機関との連絡調節 など

●65歳以上の方
●共同生活が可能な方

●要介護認定を受けられている方
脱衣所

相談室

ペルル外観

機械式浴室

個室

エントランス

入居条件

要支援、要介護の方々のケアニーズを把握し、
ポジティブプランを利用者様およびご家族と
一緒に考え、適切なサービスを提供すること
で安心して在宅生活が継続できるよう支援さ
せて頂きます。また定期的にご自宅に訪問し、
介護保険全般における相談等もお受けして、
関連機関の方々とのチームケアに努めます。

利用者様やご家族と一体となり、
様々な面から在宅生活を支援します。

ヘルパーステーションのむら

●身体介護
●入浴介護
●生活援助

業務
内容

その人がその人らしく、自分にあった生活を過
ごせるよう最適なサービスを提供いたします。
介護福祉士や、ホームヘルパー2級以上の資
格を取得した職員がご家庭を訪問し、食事、
入浴、排泄の介助や、家事等の援助を行いま
す。利用者様の立場を考えた優しいサービス
を提供いたします。

有資格職員がご家庭を訪問し
最適なサービスを提供します。

サービス付高齢者向け住宅「ペルル」
豊かな自然と利便性の2つが備わった好環境で、
安心して暮らせる快適な住まいです。

訪問看護ステーション 可部

●症状・障害の観察および健康相談
●主治医との密接な連携による医学管理

業務
内容

●リハビリテーション
●終末期看護 など

在宅で療養される要介護者、終末期を在宅で過
ごされる方などに、利用者様やご家族の方が望ん
でおられる生き方や生活ができるように、かかり
つけ医の指示のもと、ケアマネージャーや関連機
関とも連携し看護をおこないます。また、24時間
緊急連絡体制で電話相談・緊急訪問にも応じ、
安心して在宅療養できるよう支援していきます。

24時間緊急連絡体制で、在宅療養を
完全サポートします。

デイケアのむら

●通所リハビリテーション
●個別リハビリテーション
●リハビリテーションマネジメント

業務
内容

●入浴介助、口腔機能向上
●予防通所リハビリテーション
●運動機能向上、口腔機能向上

「デイケアのむら」では、利用者様の個別リハ
ビリテーション、リハビリテーションマネジメン
トを行っています。園芸や絵手紙などのレクリ
エーションを通じて指先の機能を保つことや、
四肢の運動を行いADL能力を維持することに
よって、在宅での生活が快適に継続できるよう
サポートします。

レクリエーションや運動など、
楽しみながら機能維持を図ります。

●全48室
●1ルームタイプ（18.03㎡～24.96㎡ 約11～15畳）
●冷暖房／照明器具・カーテン完備
●各室にトイレ（ウォシュレット）・洗面所（車椅子用）・収納設備付き
●各階に浴室完備（お一人でゆっくり入浴可能な個浴です）
●各階にリビングルーム／洗濯乾燥室

居室概要

各居室は、入居者様のプライバシーに配慮した完全バリアフリーの個室になっ
ています。自分らしく、自由にくつろげる空間のある我が家を目標としています。
入居者様が安心して暮らしていただけるように、併設の長久堂野村病院にて緊
急時の対応など医療面のサポートをしています。また、各居室には緊急コール
を設置しており、365日、24時間、安心の対応を行っています。食事や健康管
理など必要なサービスを備え、入居者様はもちろん、ご家族も納得できる暮ら
しをお手伝いしています。


