
診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)

細沼賢一 椎名啓介 細沼賢一 関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器) (消化器) (循環器) (糖尿紹介予約のみ)

関上豪一 竹内宏明

竹内宏明

廣川朋之
(循環器) (循環器) (腎臓)

(循環器)

(消化器)

吉田弘明 松本孝之

青木隆

秋山仁
(腎臓） (腎臓）

(消化器)

(糖尿・甲状腺)

青木隆

矢冨正清

柿下広文
(消化器)

(呼吸器)

(糖尿・甲状腺)

針谷･小林(交替)

細沼･廣川

　椎名(交替)

森島巌 高橋仁
群大医師 群大医師
佐野潔 佐野潔 佐野潔 佐野潔 群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 群大医師 池ノ谷清 桑原敬史 第3

群大医師
2:30 ～ 5:00 群大医師
9:00 ～ 12:00
2:30 ～ 5:30 渡邉直文

皮膚科 9:00 ～ 11:30 群大医師 群大医師
9:00 ～ 12:00 高木麻栄 手術 大澤松香 高木麻栄 手術 高木麻栄
4:00 ～ 6:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄 大澤松香(1:00～3:30)

9:00 ～ 12:00 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明・松本聡

吉川秀明・松本聡

宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明 宮入貴昭
2:30 ～ 5:30 宮入貴昭･後藤英之 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明

骨･軟部腫瘍 9:00 ～ 11:30 渡邊秀臣

循環器 1:00 ～ 5:00 関上豪一(1:30～4:00） 竹内宏明
呼吸器 2:00 ～ 4:00 山下均 矢冨正清 解良恭一

秋山仁 秋山仁 秋山仁
清水弘行第4(2:00～5:00) 川田敏夫第1

山田聡子第2～5

ＥＤ 3:00 ～ 4:00 秋山仁第1･3

成清卓二
植木嘉衛・大石裕子

肝臓 2:00 ～ 4:00 細沼賢一

消化器 2:00 ～ 4:00 青木隆
喘息 2:00 ～ 4:00 横山明

磯武信第1･3

佐野潔第2･4･5

手の外科 2:00 ～ 5:00 栗原秀行
乳腺 2:00 ～ 4:00

フットケア 2:00 ～ 4:00
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 2:00 ～ 3:00 群大医師

２．夜間は内科系医師、外科系医師、各1名ずつ計2名の当直体制です。
３．休診日は日曜日、祝祭日、第2･4土曜日、その他土曜日の午後、年末年始です。
４．都合により、上記の予定が変更になる場合もございますので予めご了承ください。

植木嘉衛

　平成24年3月1日現在一般外来

専門外来

9:00

1:30

腹膜透析

糖尿･甲状腺

脳神経外科

5:00

～

～

～

～

12:00

5:00

4:00

１．外来は完全予約制です。救急の方は24時間いつでも受付します。

眼科

歯科口腔外科

　火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

2:00

1:30腎臓

整形外科
9:00 12:00～

常澤伸幸9:00 12:00～

内科
(当日)

高橋仁 常澤伸幸 森島巌外科

12:009:00 ～

診療時間

～9:00 12:00内科

青木隆椎名啓介 廣川朋之 竹内宏明

～二次救急当番日　3月～
3日(土)　　7日(水)　　11日(日）　　15日(木）　　19日(月)　　24日(土)　　28日(水)

小林さつき・吉田弘明

9:00呼吸器外科・血管外科 ～ 12:30 桝田幹郎

坂本龍彦

桑原敬史

宮入貴昭
宮入貴昭

※受付時間は診療開始３０分前から診療終了３０分前までとなります。

※受付時間は診療開始３０分前から診療終了３０分前までとなります。

東邦病院外来担当医師一覧表

本橋玲奈

廣川朋之

診療科 月 火 水 木 金 土（第2･4休診)診療時間

月1回(2:00～5:00)森昌朋

リウマチ

高橋仁第2･4

群大医師第4

基本方針

1.私達は、患者様の人権と意思を尊重し納得と同意に基づく患者様本位の医療を心がけます

2.私達は、地域住民の皆様の健康維持増進に寄与し、安全で信頼を得る医療を実行します

3.私達は、日々研鑽し働きがいのある職場をつくり良質で高度の医療を目指し努力します

4.私達は、当院における診療機能を積極的に広報し、地域の医療機関、高齢者・福祉施設との連携を推進致します

5.私達は、院内情報を共有し、健全で安定した運営を継続するため努力します

【昨日を反省し 今日を考え 明日に備える】病院理念 

当院では、患者様・地域住民の皆様など全ての方を対象に病院見学を実施しております。お申し込みは随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

池ノ谷清

小林さつき
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【Ａｎｄｙｏｕ（あんどゆー）】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の新名称です。当院設立日２月１１日の誕生花、

　　　　　　　　　　　　　　エンドウ（花言葉は信頼、未来のよろこび、必ず来る幸福）が命名の由来となっています。

２０１２　１月号２０１２　３月号

“加湿器病”に要注意！！

-ＴＯＰＩＣＳ-
■“加湿器病”に要注意！！

■ナース通信④ ～南病棟３階～

■地域コラム「塩原・塩沢・浅原」 
　　　　　　　寄稿　藤生　吉雄氏

■インターンシップ開催のお知らせ

■あなたと栄養指導

　　「風邪に負けない体づくり」

■第３回症例検討会開催

■あなたと健康レシピ

　「しょうがシロップのプリン」

■接遇研修会を開催しました

■新施設 クレイン東邦のご紹介②

■笠懸町２区出前講座

■外来担当医師一覧表

　冬にインフルエンザが流行する理由の一つとして、冬の乾燥した空気中の方がウイルス
生存率が上がることが挙げられますが、その逆に空気を加湿することにより、ウイルスの
生存率が下がることもわかっています。
　インフルエンザの予防に高い効果を発揮する「加湿器」。いまでは様々なデザインのもの
が売られており、その普及率も高くなっています。一般家庭用に使われ始めた加湿器の方
式は、水を加温して蒸気として加湿する加温式（蒸気式）でしたが、蒸気による乳幼児の
熱傷の事故が発生し、新しい超音波式が普及してきました。
　超音波式の加湿器は、加温しないために蒸気による熱傷の事故の心配がありません。し
かし超音波式の普及に伴い、アレルギー性の肺の病気「加湿器病」が増加しつつあります。
　加湿器について正しい知識を学び、加湿器病を予防しましょう。

※　　　　３月より変更になります



－1－ －4－

　南病棟３階は回復期リハビリテーション病棟です。治療というよりも日常
の動作や生活しやすい状態に体が回復するお手伝いをさせていただくのが特
徴です。病名は骨折、脊椎損傷、脳梗塞、脳出血など様々ですが、リハビリ
を頑張る目標はみなさん同じで、なんとなく仲間意識や連帯感が芽生え和気
あいあいとリハビリを行っている姿を目にします。そんな患者様のサポート
をスタッフもチーム（医師・看護士・介護士・リハビリ・栄養士）一丸とな
って努力しております。季節の行事や趣味を交えてレクリエーションなども
行い、一日も早い社会復帰を目指し支援させていただいております。　
　頑張ろうリハビリ！！　　　　　    
                                     南病棟３階 看護科長　植木 富佐子

～もっと身近に感じる看護～
南３階

サービス付き高齢者向け住宅

クレイン東邦
サービス付き高齢者向け住宅

クレイン東邦 のご紹介②

　前号に引き続き、『クレイン東邦』のご紹介をさ

せていただきます。

　今回はクレイン東邦の居室・食事についてです。

クレイン東邦の居室は３つのタイプにわかれていま

す。各部屋ともに空調・洗面設備を有しており、２４

時間職員が対応可能なヘルパーコールが設置されて

います。また、施設内は車椅子の方でも利用しやす

いバリアフリー設計となっています。３階と５階に

あるデイルームには電化キッチンを完備しており、

入居者の方が安全に自炊をすることができます。

　１階にある食堂では、同グループのホテルニュー

サンピア監修による、味だけでなく見た目にもこだ

わった食事が提供されています。

２月２６日（日）、毎年恒例となりました笠懸町第２区の出前

講座を開催しました。

公民館にお集まりいただいたおよそ４０名の地域の方々を前に、

当院管理栄養士から「あなたは大丈夫！動脈硬化になる前に

～今日からはじめる予防策～」と題して講義を行い、また、食

事モデルと栄養価表を用いての説明を行いました。

　出前講座をご希望される団体等ございましたら、当院総務課

までお気軽にお問い合わせください。

＊出前講座を開催しました＊＊出前講座を開催しました＊

　２月９日（木）、太田市薮塚本町文化ホールにお

いて、群馬県健康づくり財団の高山千代子先生を

講師に迎え、「接遇研修会」を開催致しました。

　わかりやすく丁寧な聴きやすい言葉でご指導を

いただき、今後の接遇や職場環境の改善にすぐに

でも役立てたいと感じました。配布された資料は、

項目毎に空欄があり、聞いた内容を自分で記入す

る方法で大変勉強になりました。

　限られた時間の中、盛りだくさんの内容を集中

して講義していただき 、「時間にもう少しゆとり

を持って受けたい 」「 興味を持ち大変参考になっ

た 」「 尊敬語や謙譲語について、円滑に信頼を得

る接遇や上司への言葉使い・マナー・苦情やクレ

ームを受けたときの対応などを今後の研修会で取

り入れて欲しい」等の意見がアンケートに寄せら

れました。

　今回の接遇研修会は１３０名、１月２７日（金）

開催の倫理研修会（於笠懸野文化ホールパル、講

師：立教大学名誉教授 関 正勝先生）は１１９名、

２月１６日（木）の臓器移植講演会（於当院会議

室、講師：総合太田病院 群馬県臓器移植コーディ

ネーター 稲葉 伸之先生）は８９名の参加がありま

した。

　当院では、今後もこうした研究会・講習会を重

ね、職員の質向上を図って参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　研修委員会

接遇研修会

を開催しました

接遇研修会

を開催しました

上層階では見晴らしの良い

景色が広がります

食器にこだわった見た目にも

彩り豊かな食事

明るい日差しの差し込む食堂

▲

◆加湿器病はアレルギー性の病気です

◆加湿器病の原因

◆加湿器病の予防と対策

～加湿器の正しい知識と使いかた～加湿器病加湿器病

加湿器病というと、イメージが湧かない聞き慣れ
ない病名ではないでしょうか。加湿器病は専門用
語では過敏性肺臓炎と呼ぶアレルギー性の肺の病
気です。症状としては、風邪と似た咳・発熱・悪
寒・全身倦怠感などですが、アレルギー反応が激
しい場合には呼吸困難を起こすこともあります。

加湿器病になってしまう原因は、加湿器の水にあ
ります。
家庭用の加湿器には、構造の違いによってスチー
ムファン式、超音波式、気化式、ハイブリッド式
などさまざまなタイプがありますが、ここで気を
付けたいのが超音波式の加湿器です。超音波式は
熱傷などの心配がないうえ、動作音が小さく省電
力など、メリットが大きいといえますが、雑菌が
繁殖しやすいというデメリットもあります。
汚染した水から様々な細菌を生み出すことで人体
に害を及ぼすことになるのです。

予防対策としては水を常に入れ替えること、故障
などの原因にならない箇所は可能な限り清掃する
ようにしましょう。また、下記のポイントに気を
つけ使用しましょう。

point1 清掃方法

タンクの水はこまめに換えていても、タンク内

の掃除は怠りがちです。内部は水垢の温床にな

っていることが多く、ここから細菌などが繁殖

してしまう危険性があります。

手が入らない場合は長いブラシ等を１００円シ

ョップなどで購入し、週に一回程度は水垢を取

り除きましょう。

ミネラルウォーターや井戸水などの水はカビや雑

菌が繁殖しやすく加湿器病の原因となるほか、水

垢も水道水に比べてつきやすくなります。塩素処

理されている水道水はカビや雑菌が繁殖しにくく、

タンクに入水する水としては最適です。

point2 水道水を使う

冬季の健康管理のために使っているはずの加湿器。なのにここのところずっと

咳が止まらず熱っぽい、風邪によく似た症状が続いているような……。

ひょっとするとその症状「加湿器病」かもしれません。

冬季の健康管理のために使っているはずの加湿器。なのにここのところずっと

咳が止まらず熱っぽい、風邪によく似た症状が続いているような……。

ひょっとするとその症状「加湿器病」かもしれません。



地域
コ

ラム

「地域コラム」では、みどり市に昔から伝わり、

今も使われている「代表的な地域」の名前の由来

と現在の様子をシリーズで１年間掲載しています。

Ⅹ 塩 原、塩 沢、浅 原

　桐原の北部、渡良瀬川の福岡大橋を北に渡ったと

ころが塩原です。「塩」の字のとおり土の中に含まれ

ている塩類がわき水などで出ているところにつけら

れたようです。水を飲むとしょっぱい、塩からい場

合が多いのです。

　塩原の北が「塩沢」と言うところですが、ここも

やはり塩からい水が出るようです。山田郡誌では、

シオはしぼむ地形、たわんだ土地を意味し、谷間の

へこんだ小さい平坦地を指す、と書いてあります。

　塩原には、穴原薬師と呼ばれる市指定重要文化財

の薬師堂があります。そのあたりを「穴原」と云い

ますが、昔から独立したムラであったようです。

　この地区に貴船神社があり、現在、初詣では県内

でも屈指の神社として有名です。交通安全の神様と

して、また雨を降らす神様としても水田農家の信仰

が厚いと云われています。

　浅原は塩原と小平に挟まれた山間地です。アサは

麻の意味で麻の生い茂った原ではないかと思われま

す。小字に大紫、上ノ原、北ノ原などがあるところ

から、雑草がまばらに生えているので浅原となった

のではないかと云われています。当地区には、市指

定文化財の石幢 (どう )が有ります。

　この石幢は、県内最古に属する庚甲供養塔と言わ

れ、銘文に「朝原村」と言う地名が刻まれています。

　塩原、浅原と次号に紹介する長尾根、小平は元福

岡村でしたが、昭和２９年大間々町と合併し、現在

に至っています。

　　　　　　　　　　　　　　寄稿　藤生 吉雄 氏

－2－－2－

　2 月 24 日（金）、桐生市消防本部の救急救命

士を講師として招きＢＬＳ研修会を開催しました。

　このＢＬＳとは、心肺蘇生法のうち特殊な器

具や医薬品を用いずに行う一次救命処置のこと

をいいます。今回は、日頃医療に直接かかわら

ない事務職員等 40 名を対象に行いました。

　多職種から構成される当院の救急チームを中

心に行ってきた研修会も、今回で 6 回目を数え、

総受講者数も２１１名となりました。心肺蘇生

法は心肺停止状態から、いかに早く実施される

かで救命率が大きく左右されるということから、

当院では職種に限らず全ての職員がＢＬＳ研修

を受講し、正しい基礎知識を身につけることを

目標としております。

　研修では、心臓マッサージやＡＥＤの使用方

法について、人体モデルを用いて参加者全員が

体感をしました。初めてで不慣れながらも指導

に耳を傾けながら、ひたむきに取り組む姿勢が

見られ、受講者からは大変参考になったという

声を聴くことができました。

　さらに回数を重ね、いずれは職員全員の手元

に修了証が行きわたるよう、今後も継続をして

参ります。

- 第６回ＢＬＳ研修会 -- 第６回ＢＬＳ研修会 -

インターンシップ開催中！

当院では、看護師を目指す学生さんを対象としたインターンシップ
を開催しております。
平成２４年度のインターンシップでは、①病院見学・②看護技術演習
③病棟実習・④ナース１年生とおしゃべりの４つのなかから好きな
コースを自由に選んで体験していただけます。
受講料無料、随時開催しておりますので、是非お気軽におこしくだ
さい♪

【お問い合わせ】東邦病院  人事課　 ＴＥＬ ０２７７-７６-６３１１　



＊作り方＊

・牛乳　　300ｍｌ

・砂糖　　50ｇ

・卵　　　 ２個

・バニラエッセンス　３・４滴

★しょうがシロップ

　・黒蜜　　大さじ１
　・水　　　 大さじ１
　・しょうがの薄切り
　　　　（皮付き）１片分

①鍋に牛乳、砂糖の半量を入れて中火にかけ、軽く温めて砂糖を溶かす。

②ボウルに卵を溶きほぐし、残りの砂糖を入れて泡立て器で混ぜ合わせる。
　①を少しずつ加えてそのつどよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。

③②を万能こし器などでこし、カップに等分に流し入れる。

④天板にふきんを敷いて③を並べ、湯を１㎝ほど注ぐ。オーブンで約 25 分、
　蒸し焼きにする。焼きあがったら粗熱をとり、冷蔵庫で冷やす。

⑤生姜シロップを作ります。　耐熱容器に黒蜜、水、生姜を入れて混ぜ、ラッ

　プをし、電子レンジで１分加熱。シロップをプリンにかけ出来上がりです。

＊材 料＊
 (カップ６個分)

－3－

あなたと健康レシピ

しょうがシロップ
　　　　　のプリン
しょうがシロップ
　　　　　のプリン

★下準備  オーブンを１５０度に温めておく★

♪体を温めてくれる 「しょうが」 を使った

　なめらかプリンはいかがですか？

あなたと栄養指導

　２月１５日（木）、会議室において症例検討会が

開催されました。

この検討会は、桐生地域メディカルコントロール

協議会によって定期開催されているもので、今回

は東邦病院に救急搬送された患者様の症例（4 症例）

について、当協議会の指導医及び検証医である竹

内副院長のもと討議が行われました。

　当日は、桐生市消防本部より３０名程の職員と

日頃救急医療に携わる当院の職員１８名が参加を

し、1 症例ごとに救急要請から搬送に至るまでの

経過説明が救急救命士からなされ、それに対して

の検証および質疑が行われました。およそ 1 時間

に渡り、充実した内容の検討会となりました。

　当院では救急チームとして、医師、看護師をは

じめ多職種による取組みを推進しております。地

域の救急医療の充実を図るためにも、より一層の

連携強化に努めて参ります。

桐生地域（保健医療圏）におけるメディカルコント
ロール体制の充実を図ることを目的として、医師会、
中核医療機関、消防機関、保健福祉事務所が中心と
なって組織された会

桐生地域メディカルコントロール協議会

風邪に負けない
体づくり！

平成 23 年度
桐生地域メディカルコントロール協議会

第 3 回症例検討会開催

平成 23 年度
桐生地域メディカルコントロール協議会

第 3 回症例検討会開催

まだまだ肌寒い日がつづく３月、風邪に負けないために

どんな物を摂ったらよいかご紹介します。

たんぱく質

ビタミンＡ

ビタミンＥ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

亜　鉛

硫化アリル

体力、抵抗力をつけて風邪の予防、
回復に役立つ
魚・肉・卵・大豆製品・牛乳など

抵抗力を高める。血行を良くする。
（体を温める）
ほうれん草・ぶり・うなぎ・かぼ
ちゃなど

発熱時に失われ不足する。
卵・チーズ・豚肉・レバー・大豆
製品など

繰り返し風邪をひかない。
豚レバー・牛肉・切干大根・抹茶など

抗菌作用、免疫力強化。（体を温める）
にんにく・ねぎ・たまねぎ・にらなど

カテキン
抗菌作用、抗ウイルス作用。
緑茶・抹茶・紅茶など

抵抗力をつけ、風邪予防、回復に
役立つ。
みかん・イチゴ・キウイ・ブロッ
コリーなど

鼻・喉の粘膜を丈夫にする。（ウイ
ルスの侵入を防ぐ）
レバー・うなぎ・ほうれん草・か
ぼちゃなど

栄養指導 /レシピ執筆　栄養科  長谷川　紀恵

積極的に摂取して、風邪に負けない体をつくりましょう！

{



－1－ －4－

　南病棟３階は回復期リハビリテーション病棟です。治療というよりも日常
の動作や生活しやすい状態に体が回復するお手伝いをさせていただくのが特
徴です。病名は骨折、脊椎損傷、脳梗塞、脳出血など様々ですが、リハビリ
を頑張る目標はみなさん同じで、なんとなく仲間意識や連帯感が芽生え和気
あいあいとリハビリを行っている姿を目にします。そんな患者様のサポート
をスタッフもチーム（医師・看護士・介護士・リハビリ・栄養士）一丸とな
って努力しております。季節の行事や趣味を交えてレクリエーションなども
行い、一日も早い社会復帰を目指し支援させていただいております。　
　頑張ろうリハビリ！！　　　　　    
                                     南病棟３階 看護科長　植木 富佐子

～もっと身近に感じる看護～
南３階

サービス付き高齢者向け住宅

クレイン東邦
サービス付き高齢者向け住宅

クレイン東邦 のご紹介②

　前号に引き続き、『クレイン東邦』のご紹介をさ

せていただきます。

　今回はクレイン東邦の居室・食事についてです。

クレイン東邦の居室は３つのタイプにわかれていま

す。各部屋ともに空調・洗面設備を有しており、２４

時間職員が対応可能なヘルパーコールが設置されて

います。また、施設内は車椅子の方でも利用しやす

いバリアフリー設計となっています。３階と５階に

あるデイルームには電化キッチンを完備しており、

入居者の方が安全に自炊をすることができます。

　１階にある食堂では、同グループのホテルニュー

サンピア監修による、味だけでなく見た目にもこだ

わった食事が提供されています。

２月２６日（日）、毎年恒例となりました笠懸町第２区の出前

講座を開催しました。

公民館にお集まりいただいたおよそ４０名の地域の方々を前に、

当院管理栄養士から「あなたは大丈夫！動脈硬化になる前に

～今日からはじめる予防策～」と題して講義を行い、また、食

事モデルと栄養価表を用いての説明を行いました。

　出前講座をご希望される団体等ございましたら、当院総務課

までお気軽にお問い合わせください。

＊出前講座を開催しました＊＊出前講座を開催しました＊

　２月９日（木）、太田市薮塚本町文化ホールにお

いて、群馬県健康づくり財団の高山千代子先生を

講師に迎え、「接遇研修会」を開催致しました。

　わかりやすく丁寧な聴きやすい言葉でご指導を

いただき、今後の接遇や職場環境の改善にすぐに

でも役立てたいと感じました。配布された資料は、

項目毎に空欄があり、聞いた内容を自分で記入す

る方法で大変勉強になりました。

　限られた時間の中、盛りだくさんの内容を集中

して講義していただき 、「時間にもう少しゆとり

を持って受けたい 」「 興味を持ち大変参考になっ

た 」「 尊敬語や謙譲語について、円滑に信頼を得

る接遇や上司への言葉使い・マナー・苦情やクレ

ームを受けたときの対応などを今後の研修会で取

り入れて欲しい」等の意見がアンケートに寄せら

れました。

　今回の接遇研修会は１３０名、１月２７日（金）

開催の倫理研修会（於笠懸野文化ホールパル、講

師：立教大学名誉教授 関 正勝先生）は１１９名、

２月１６日（木）の臓器移植講演会（於当院会議

室、講師：総合太田病院 群馬県臓器移植コーディ

ネーター 稲葉 伸之先生）は８９名の参加がありま

した。

　当院では、今後もこうした研究会・講習会を重

ね、職員の質向上を図って参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　研修委員会

接遇研修会

を開催しました

接遇研修会

を開催しました

上層階では見晴らしの良い

景色が広がります

食器にこだわった見た目にも

彩り豊かな食事

明るい日差しの差し込む食堂

▲

◆加湿器病はアレルギー性の病気です

◆加湿器病の原因

◆加湿器病の予防と対策

～加湿器の正しい知識と使いかた～加湿器病加湿器病

加湿器病というと、イメージが湧かない聞き慣れ
ない病名ではないでしょうか。加湿器病は専門用
語では過敏性肺臓炎と呼ぶアレルギー性の肺の病
気です。症状としては、風邪と似た咳・発熱・悪
寒・全身倦怠感などですが、アレルギー反応が激
しい場合には呼吸困難を起こすこともあります。

加湿器病になってしまう原因は、加湿器の水にあ
ります。
家庭用の加湿器には、構造の違いによってスチー
ムファン式、超音波式、気化式、ハイブリッド式
などさまざまなタイプがありますが、ここで気を
付けたいのが超音波式の加湿器です。超音波式は
熱傷などの心配がないうえ、動作音が小さく省電
力など、メリットが大きいといえますが、雑菌が
繁殖しやすいというデメリットもあります。
汚染した水から様々な細菌を生み出すことで人体
に害を及ぼすことになるのです。

予防対策としては水を常に入れ替えること、故障
などの原因にならない箇所は可能な限り清掃する
ようにしましょう。また、下記のポイントに気を
つけ使用しましょう。

point1 清掃方法

タンクの水はこまめに換えていても、タンク内

の掃除は怠りがちです。内部は水垢の温床にな

っていることが多く、ここから細菌などが繁殖

してしまう危険性があります。

手が入らない場合は長いブラシ等を１００円シ

ョップなどで購入し、週に一回程度は水垢を取

り除きましょう。

ミネラルウォーターや井戸水などの水はカビや雑

菌が繁殖しやすく加湿器病の原因となるほか、水

垢も水道水に比べてつきやすくなります。塩素処

理されている水道水はカビや雑菌が繁殖しにくく、

タンクに入水する水としては最適です。

point2 水道水を使う

冬季の健康管理のために使っているはずの加湿器。なのにここのところずっと

咳が止まらず熱っぽい、風邪によく似た症状が続いているような……。

ひょっとするとその症状「加湿器病」かもしれません。

冬季の健康管理のために使っているはずの加湿器。なのにここのところずっと

咳が止まらず熱っぽい、風邪によく似た症状が続いているような……。

ひょっとするとその症状「加湿器病」かもしれません。



診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)

細沼賢一 椎名啓介 細沼賢一 関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器) (消化器) (循環器) (糖尿紹介予約のみ)

関上豪一 竹内宏明

竹内宏明

廣川朋之
(循環器) (循環器) (腎臓)

(循環器)

(消化器)

吉田弘明 松本孝之

青木隆

秋山仁
(腎臓） (腎臓）

(消化器)

(糖尿・甲状腺)

青木隆

矢冨正清

柿下広文
(消化器)

(呼吸器)

(糖尿・甲状腺)

針谷･小林(交替)

細沼･廣川

　椎名(交替)

森島巌 高橋仁
群大医師 群大医師
佐野潔 佐野潔 佐野潔 佐野潔 群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 群大医師 池ノ谷清 桑原敬史 第3

群大医師
2:30 ～ 5:00 群大医師
9:00 ～ 12:00
2:30 ～ 5:30 渡邉直文

皮膚科 9:00 ～ 11:30 群大医師 群大医師
9:00 ～ 12:00 高木麻栄 手術 大澤松香 高木麻栄 手術 高木麻栄
4:00 ～ 6:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄 大澤松香(1:00～3:30)

9:00 ～ 12:00 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明・松本聡

吉川秀明・松本聡

宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明 宮入貴昭
2:30 ～ 5:30 宮入貴昭･後藤英之 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明

骨･軟部腫瘍 9:00 ～ 11:30 渡邊秀臣

循環器 1:00 ～ 5:00 関上豪一(1:30～4:00） 竹内宏明
呼吸器 2:00 ～ 4:00 山下均 矢冨正清 解良恭一

秋山仁 秋山仁 秋山仁
清水弘行第4(2:00～5:00) 川田敏夫第1

山田聡子第2～5

ＥＤ 3:00 ～ 4:00 秋山仁第1･3

成清卓二
植木嘉衛・大石裕子

肝臓 2:00 ～ 4:00 細沼賢一

消化器 2:00 ～ 4:00 青木隆
喘息 2:00 ～ 4:00 横山明

磯武信第1･3

佐野潔第2･4･5

手の外科 2:00 ～ 5:00 栗原秀行
乳腺 2:00 ～ 4:00

フットケア 2:00 ～ 4:00
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 2:00 ～ 3:00 群大医師

２．夜間は内科系医師、外科系医師、各1名ずつ計2名の当直体制です。
３．休診日は日曜日、祝祭日、第2･4土曜日、その他土曜日の午後、年末年始です。
４．都合により、上記の予定が変更になる場合もございますので予めご了承ください。

植木嘉衛

　平成24年3月1日現在一般外来

専門外来

9:00

1:30

腹膜透析

糖尿･甲状腺

脳神経外科

5:00

～

～

～

～

12:00

5:00

4:00

１．外来は完全予約制です。救急の方は24時間いつでも受付します。

眼科

歯科口腔外科

　火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

2:00

1:30腎臓

整形外科
9:00 12:00～

常澤伸幸9:00 12:00～

内科
(当日)

高橋仁 常澤伸幸 森島巌外科

12:009:00 ～

診療時間

～9:00 12:00内科

青木隆椎名啓介 廣川朋之 竹内宏明

～二次救急当番日　3月～
3日(土)　　7日(水)　　11日(日）　　15日(木）　　19日(月)　　24日(土)　　28日(水)

小林さつき・吉田弘明

9:00呼吸器外科・血管外科 ～ 12:30 桝田幹郎

坂本龍彦

桑原敬史

宮入貴昭
宮入貴昭

※受付時間は診療開始３０分前から診療終了３０分前までとなります。

※受付時間は診療開始３０分前から診療終了３０分前までとなります。

東邦病院外来担当医師一覧表

本橋玲奈

廣川朋之

診療科 月 火 水 木 金 土（第2･4休診)診療時間

月1回(2:00～5:00)森昌朋

リウマチ

高橋仁第2･4

群大医師第4

基本方針

1.私達は、患者様の人権と意思を尊重し納得と同意に基づく患者様本位の医療を心がけます

2.私達は、地域住民の皆様の健康維持増進に寄与し、安全で信頼を得る医療を実行します

3.私達は、日々研鑽し働きがいのある職場をつくり良質で高度の医療を目指し努力します

4.私達は、当院における診療機能を積極的に広報し、地域の医療機関、高齢者・福祉施設との連携を推進致します

5.私達は、院内情報を共有し、健全で安定した運営を継続するため努力します

【昨日を反省し 今日を考え 明日に備える】病院理念 

当院では、患者様・地域住民の皆様など全ての方を対象に病院見学を実施しております。お申し込みは随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

池ノ谷清

小林さつき
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【Ａｎｄｙｏｕ（あんどゆー）】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の新名称です。当院設立日２月１１日の誕生花、

　　　　　　　　　　　　　　エンドウ（花言葉は信頼、未来のよろこび、必ず来る幸福）が命名の由来となっています。

２０１２　１月号２０１２　３月号

“加湿器病”に要注意！！

-ＴＯＰＩＣＳ-
■“加湿器病”に要注意！！

■ナース通信④ ～南病棟３階～

■地域コラム「塩原・塩沢・浅原」 
　　　　　　　寄稿　藤生　吉雄氏

■インターンシップ開催のお知らせ

■あなたと栄養指導

　　「風邪に負けない体づくり」

■第３回症例検討会開催

■あなたと健康レシピ

　「しょうがシロップのプリン」

■接遇研修会を開催しました

■新施設 クレイン東邦のご紹介②

■笠懸町２区出前講座

■外来担当医師一覧表

　冬にインフルエンザが流行する理由の一つとして、冬の乾燥した空気中の方がウイルス
生存率が上がることが挙げられますが、その逆に空気を加湿することにより、ウイルスの
生存率が下がることもわかっています。
　インフルエンザの予防に高い効果を発揮する「加湿器」。いまでは様々なデザインのもの
が売られており、その普及率も高くなっています。一般家庭用に使われ始めた加湿器の方
式は、水を加温して蒸気として加湿する加温式（蒸気式）でしたが、蒸気による乳幼児の
熱傷の事故が発生し、新しい超音波式が普及してきました。
　超音波式の加湿器は、加温しないために蒸気による熱傷の事故の心配がありません。し
かし超音波式の普及に伴い、アレルギー性の肺の病気「加湿器病」が増加しつつあります。
　加湿器について正しい知識を学び、加湿器病を予防しましょう。

※　　　　３月より変更になります
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