
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。
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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　８月号
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■ついにやってきた夏休み！

　 ～アウトドアを楽しく過ごすために～

■ナース通信⑨ ～外来～

■地域通信「みどり第二道場（昼）・

　　　　　　　阿左美ヘルス道場（夜）」

　　　　　  　　寄稿　赤石　はる子様

■モニター会議を開催しました

■食中毒講習会を開催しました

■就職説明会開催のお知らせ

■あなたとお薬相談「薬の保管方法」

■あなたと健康レシピ

　　　　　　　　「トマトシャーベット」

■外来担当医師一覧表

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)土(第2･4休診)

細沼賢一 増田智之 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)

小暮晃一郎
(糖尿・甲状腺)

(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 解良恭一 柿下広文
(消化器) (呼吸器) (糖尿・甲状腺)

植木･坂本・松本
・吉田(交替)

細沼･廣川・小暮
　・増田(交替)

森島巌
高橋仁

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 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 大澤 第1.3.5　高木 第2.4 手術 大澤松香

特殊検査 特殊検査 大澤松香
手術 高木麻栄 高木麻栄

2:30 ～ 5:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄
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 解良恭一 矢冨正清

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(2:00～5:00)

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・高橋駿介

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

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 ～

～9:00 12:00内科

青木隆増田智之 小暮晃一郎 竹内宏明

～二次救急当番日　8月～
5日(日)　　9日(木)　　13日(月）　　17日(金）　　21日(火)　　25日(土)　　29日(水)

土(第2･4休診)

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。

小林さつき
針谷貴子
（交替）

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

池ノ谷清

岡部智史

渡邊秀臣

診療時間

　平成24年8月1日現在一般外来 ※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

夏休みがやってきた！

アウトドアを楽しく過ごすために…
待ちに待った夏休みがやってきました。

海に行くもよし、山に行くもよし、どこへ行こうか考えるだけで楽しい気持ちになるのではないで

しょうか。

とはいえせっかくのレジャーもけがや病気が発生したら、楽しむどころではなくなります。 

アウトドアを楽しんでいるときは、つい気分が開放的になり、思わぬけがや病気が起こることがあ

ります。とくに、海や山は日常生活と比べると危険も多いため、普段あまり運動をしていない人や、

子ども連れで出かけるときには、無理のない計画をたてることが大切です。

あまり神経質になりすぎると心から楽しむことができなくなってしまいますので、「海や山ではこう

いうけがや病気が起こる」ということ、万が一の時あわてないように、起こりやすいけがや病気の

応急処置の方法を覚えておきましょう。

解良恭一
(紹介・新患のみ)

第3

隔週

隔週
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～もっと身近に感じる看護～～もっと身近に感じる看護～

＊作り方＊

・完熟トマト　400ｇ　・砂糖　40ｇ　・レモン汁　適量

①トマトを湯にさっとくぐらせ、湯むきします。

②トマトのへたや種を取り除き、砂糖・レモン汁と共にミキ

　サーに入れ、よくかきまぜる。

③②をステンレスのバットに流し入れ、冷凍庫で冷やし固める。

④固まったら、スプーンでかき混ぜ、再度冷凍庫で冷やし固める。

　この作業を２～３回繰り返したら、出来上がりです。

＊材料＊

あなたと健康レシピ ＊今が旬のトマトを使ったひんやりデザートはいかがですか？

アウトドアでのトラブルを防ぐために…

アウトドアでのトラブルを防ぐために重要なのは、メンバーの年齢や体力に見合った「無理のない計画」を立てること。

そして前日は十分な睡眠をとり、万全な状態で楽しむことです。それでもケガや病気などのトラブルが発生してしまった

場合に備え、落ち着いた迅速な対応ができるようきちんと応急処置を覚えておきましょう。

夏のアウトドアで起こりやすい、やけどや虫さされ、おぼれ、熱中症など…それぞれの応急処置をご紹介します。

やけどのケアの仕方って？ＣＡＳＥ１

Ａ. 流水でひたすら冷やし続けましょう
　やけどをしたら一刻も早く患部を冷やすこと。皮膚

に加えられた熱の温度を下げることが最も大切なケア

です。シャワーや水道の水、なければヤカンやバケツ

などに水をくんで患部に流します。

　水ぶくれができたときは破らないよう、清潔なタオ

ルなどをあてて冷やします。

　子どものやけどは重症化しやすいので、冷やしなが

ら病院へいきましょう。

おぼれてしまった！ＣＡＳＥ３

Ａ. 呼吸をしていたら背中を圧迫して水を
吐かせる

　おぼれている人は夢中でしがみつ

いてくるので、背後からか、水に潜

りながら近づきます。引き上げたら

意識と呼吸があるかどうかを確認し、

救急車を待つ間に応急処置を行いま

す。意識がある場合は水を吐かせ、

保温します。呼吸が止まっているときは人工呼吸を行

い、寝かせて気道（空気の通り道）を確保します。 

クラゲにさされた！ＣＡＳＥ２

Ａ. 海水でよく洗った後、抗ヒスタミン軟膏を
　　　　　　　　クラゲにさされた場合、患部を水で

　　　　　　　洗うと皮膚が刺激されるので、海水で

　　　　　　　洗い流すようにし、症状が軽ければ抗

　　　　　　　ヒスタミン剤入りのかゆみ止め軟膏を

　　　　　　　塗ります。強い痛みなどが出たときは

　　　　　　　すぐに皮膚科を受診してください。

熱中症かもしれない…ＣＡＳＥ４

Ａ. 体温を下げる工夫と水分補給をすること

　めまいや高熱、意識がなくなるなどの症状が出る熱

中症にかかったら、涼しく、風通しのよい場所に運び、

衣類をゆるめて寝かせます。体温が正常に戻るまで、

冷やしたタオルなどで頭や体を冷やしてください。意

識があれば水やスポーツ飲料で水分を補給します。

アウトドアを楽しく過ごすために

トマトシャーベット
トマトシャーベット

あなたとお薬相談 ---------------------------

～薬の保管方法～～薬の保管方法～

薬をたくさんもらって来たけれど…どうやって保管すればいいの～？？

夏も本番になり、暑くてムシムシした日が続いています。そんな中、薬の保管方法について悩んでいる人も多いの
ではないでしょうか。そこで今回は薬の保管方法について少し話をしたいと思います。

1. 薬の保管場所
薬は高温、多湿、直射日光を避けて保管しましょう。特に真夏の日中の車内は高温になる

ので放置するのはやめましょう。保管する際、薬の入っている袋は飲み方、保管方法、注

意書きがされていますので、捨てずに一緒に保管しておきましょう。

2. 冷蔵庫保存の必要性が考えられる薬 ----------------------------------------

○点眼薬
　「冷蔵庫など冷暗所に保管してください」とある

　ものは指示に従ってください。遮光袋があるもの

　は遮光袋にいれて保存してください。

○坐薬
　一般に坐薬は体温で溶けるようになっています。

　気温が高い時期には溶け出してしまうこともありま

　す。冷蔵庫などの冷暗所で保管するようにしましょう。

3. 注意すべきこと ----------------------------------------------------------------------

錠剤、散剤など、すべての薬を冷蔵庫に保管すると却って湿気てしまう可能性があります。薬によって保存方法

が異なりますので指示に従うようにしてください。また、残った薬は変質等を考慮して原則として使用しない、

幼児のいる家庭では誤って飲まないよう薬の置き場所に気をつけるなどの注意が必要です。

原稿執筆 / 薬剤科　後藤和也

○水剤
　気温の高い時期にはできるだけ冷蔵庫など冷暗所
　に保管してください。ただし冷蔵庫で保管すると
　固まってしまうものもあります。（例  鉄剤）  薬剤
　師の指示に従って保管するようにしてください。

○インスリン注射薬
　未使用のインスリン注射薬は凍結を避けて冷蔵庫
　に保管してください。ただし、使用中のインスリ
　ン注射薬は冷蔵庫で冷えた状態で注射をすると痛
　みを伴いますので、室温で保存しましょう。

外来

　外来は、一般外来（７診療科）と専門外来（１５診療科）及び救急室、内視鏡室、
外来化学療法室よりなっています。1日平均２９８名の患者様が受診され、その患者
様の安全と満足を考え、日々の診療介助及び継続看護にあたっています。
　チーム医療として、「チーム糖尿」「救急チーム」が結成され、「チーム糖尿」では、
在宅での糖尿病コントロールや自己注射の指導、持続グルコースモニタ（CGMS）の管
理の他、「糖尿病による足病変」の患者様への「フットケア外来」も行っています。
　また、「救急チーム」では桐生消防と協力し「BLS研修」を実施しています。現在
まで7回開催し、計２４３名の職員が受講、当院独自の修了証を受け取っています。
　今後も外来診療・看護の質向上を目指し、各職種での連携を図り、チーム医療を推
進して行きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外来　看護科長　岡本　世津子▲ＢＬＳ研修の様子

参考 HP…http://www.selfdoctor.net/
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＊【あなたと地域通信】では、近隣の団体や個人の皆様のボランティア活動や

音楽・絵などの文化的活動などをご紹介していきます＊

　健康の秘訣は疲れを溜めないことです。
　私たちは毎週火曜日の午前と夜７時３０分から
約２時間、２区公民館で無理なく全身を動かす養
生術体操をしています。昼と夜でメンバーは異な
りますが、５０～８０歳代の幅広い年齢層の人た
ちが、健康長寿を目指して行う “日本式気孔養生
術「生命の貯蓄体操」” です。
　体操の基本は下腹を意識して行う丹田呼吸法と
号令を中心に、力を抜いて全身を動かすことで骨
格や関節の歪みの調整や、血流を良くして筋肉を
ほぐしコリをとります。また、自律神経の調整に
より精神安定や五臓六腑の按摩をする体操です。
　私たちの身体は約６０兆の細胞で出来ていて、
全身を保護する皮膚や、沢山の筋肉や骨格や神経
で形成されています。そして、いろいろな物を食
べたり呼吸によってとり入れた栄養や酸素は血液
によって全身に運ばれ細胞を元気にしています。

寄稿　みどり第二道場（昼）・阿左美ヘルス道場（夜）
赤石　はる子　様

＊平成２４年度地域モニター会議開催＊

７月１８日（水）、平成２４年度地域モニター会議を開催しました。

当会議は、第三者の視点から当院に関する率直なご意見をいただき、参考・反

映させ、地域に根ざしたよりよい病院づくりを目指していくことを目的として

います。

概要説明・院内見学・検食などを通し、様々な年代・性別のモニター

の皆様より、我々職員では気付くことのできない多くの改善点やお褒

めの言葉をいただきました。

今回いただいたご意見を活かし、更なる患者様本位の医療を目指し努

力して参りたいと思います。

　また、病気にならないように免疫やホルモンな
ど実に多くの機能によって健康は保たれています。
ところが、殆どの人は健康が当たり前と考えてい
て、不健康になって初めて健康のありがたさに気
付くようです。健康は小さな努力の積み重ねによ
って自分でつくるものです。人生８０歳を元気に
生き抜くためには、自分の身体と向き合って、仕
事やストレスで出来たコリや歪みやアンバランス
を調整することが大切です。
　体操の効果として、肩こりや腰痛が楽になった、
風邪をひかなくなった、呼吸が楽になった、寝つ
きが良くなったなどの声を聞きます。無理をせず、
リラックスして行う体操ですから、年齢に関係な
く、身体の硬い人・体操が苦手な人はもちろん、
誰（医師から運動を中止されている人以外）でも
出来ます。
　興味のある人は見学してみませんか。

みどり第二道場（昼）・阿左美ヘルス道場（夜）みどり第二道場（昼）・阿左美ヘルス道場（夜）みどり第二道場（昼）・阿左美ヘルス道場（夜）みどり第二道場（昼）・阿左美ヘルス道場（夜）
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　当院では、看護学生を対象とした就職説明会を開催しております。

　残る開催日は、８月１８日（土）【１０：００～１２：００　昼食付き】

の１日となりました。

　看護部の紹介や院内の見学は勿論、働く職員の様子がわかり、看護師

とのコミュニケーションを図れる良い機会ですので、是非ご参加ください。

　お申し込み、お問い合わせは東邦病院人事課まで、お気軽にご連絡く

ださい。

東邦病院　人事課　０２７７-７６-６３１１

平成２４年度就職説明会開催中平成２４年度就職説明会開催中

　６月２９日（金）、桐生保健福祉事務所より講師

を招き、食中毒講習会を開催しました。

　看護部、診療協力部、事務部等、異なった職

種の職員７２名が参加しました。

　最近の食中毒発生状況の報告では、発生件数

の 1 位カンピロバクター、2 位ノロウイルスで、

患者数はノロウイルスの報告が多いというお話

がありました。

　平成２４年７月から販売・提供が禁止となっ

た生食用の牛レバーは、腸管出血性大腸菌（O157

など）がいることがあり食中毒を起こす可能性が

あります。腸管出血性大腸菌（O157 など）は、

わずか 2 ～ 9 個の菌だけでも病気を起こし重い

病気や死亡の原因にもなります。腸管出血性大

腸菌は、７５℃で 1 分間以上の加熱で死滅する

ので生で食べないこと、しっかり火を通すこと

が、唯一の予防策となります。
感染対策委員会

食中毒講習会開催

　また、平成２４年６月２９日現在、桐生市、

みどり市では、生牛肉を提供できる許可が出て

いる施設は無いということです。

　食中毒は「つけない、増やさない、やっつけ

る」が原則です。平成２１年度の食中毒発生件

数は例年に比べ少なく、これはインフルエンザ

予防のため手洗いが励行された為と言う報告が

ありました。菌をつけない、増やさない為に、

日常業務でも行っている手洗いを適切に行うこ

とが大切であることを再認識しました。

　食中毒は絶対起こしてはいけません。起こさ

ないため、「つけない、増やさない、やっつける」

の原則のもと、小さな危険も見逃さないように

意識し、病院職員全体で一丸となり取り組むこ

とで、患者様の安心、安全な入院生活へとつな

げたいと思います。
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～もっと身近に感じる看護～～もっと身近に感じる看護～

＊作り方＊

・完熟トマト　400ｇ　・砂糖　40ｇ　・レモン汁　適量

①トマトを湯にさっとくぐらせ、湯むきします。

②トマトのへたや種を取り除き、砂糖・レモン汁と共にミキ

　サーに入れ、よくかきまぜる。

③②をステンレスのバットに流し入れ、冷凍庫で冷やし固める。

④固まったら、スプーンでかき混ぜ、再度冷凍庫で冷やし固める。

　この作業を２～３回繰り返したら、出来上がりです。

＊材料＊

あなたと健康レシピ ＊今が旬のトマトを使ったひんやりデザートはいかがですか？

アウトドアでのトラブルを防ぐために…

アウトドアでのトラブルを防ぐために重要なのは、メンバーの年齢や体力に見合った「無理のない計画」を立てること。

そして前日は十分な睡眠をとり、万全な状態で楽しむことです。それでもケガや病気などのトラブルが発生してしまった

場合に備え、落ち着いた迅速な対応ができるようきちんと応急処置を覚えておきましょう。

夏のアウトドアで起こりやすい、やけどや虫さされ、おぼれ、熱中症など…それぞれの応急処置をご紹介します。

やけどのケアの仕方って？ＣＡＳＥ１

Ａ. 流水でひたすら冷やし続けましょう
　やけどをしたら一刻も早く患部を冷やすこと。皮膚

に加えられた熱の温度を下げることが最も大切なケア

です。シャワーや水道の水、なければヤカンやバケツ

などに水をくんで患部に流します。

　水ぶくれができたときは破らないよう、清潔なタオ

ルなどをあてて冷やします。

　子どものやけどは重症化しやすいので、冷やしなが

ら病院へいきましょう。

おぼれてしまった！ＣＡＳＥ３

Ａ. 呼吸をしていたら背中を圧迫して水を
吐かせる

　おぼれている人は夢中でしがみつ

いてくるので、背後からか、水に潜

りながら近づきます。引き上げたら

意識と呼吸があるかどうかを確認し、

救急車を待つ間に応急処置を行いま

す。意識がある場合は水を吐かせ、

保温します。呼吸が止まっているときは人工呼吸を行

い、寝かせて気道（空気の通り道）を確保します。 

クラゲにさされた！ＣＡＳＥ２

Ａ. 海水でよく洗った後、抗ヒスタミン軟膏を
　　　　　　　　クラゲにさされた場合、患部を水で

　　　　　　　洗うと皮膚が刺激されるので、海水で

　　　　　　　洗い流すようにし、症状が軽ければ抗

　　　　　　　ヒスタミン剤入りのかゆみ止め軟膏を

　　　　　　　塗ります。強い痛みなどが出たときは

　　　　　　　すぐに皮膚科を受診してください。

熱中症かもしれない…ＣＡＳＥ４

Ａ. 体温を下げる工夫と水分補給をすること

　めまいや高熱、意識がなくなるなどの症状が出る熱

中症にかかったら、涼しく、風通しのよい場所に運び、

衣類をゆるめて寝かせます。体温が正常に戻るまで、

冷やしたタオルなどで頭や体を冷やしてください。意

識があれば水やスポーツ飲料で水分を補給します。

アウトドアを楽しく過ごすために

トマトシャーベット
トマトシャーベット

あなたとお薬相談 ---------------------------

～薬の保管方法～～薬の保管方法～

薬をたくさんもらって来たけれど…どうやって保管すればいいの～？？

夏も本番になり、暑くてムシムシした日が続いています。そんな中、薬の保管方法について悩んでいる人も多いの
ではないでしょうか。そこで今回は薬の保管方法について少し話をしたいと思います。

1. 薬の保管場所
薬は高温、多湿、直射日光を避けて保管しましょう。特に真夏の日中の車内は高温になる

ので放置するのはやめましょう。保管する際、薬の入っている袋は飲み方、保管方法、注

意書きがされていますので、捨てずに一緒に保管しておきましょう。

2. 冷蔵庫保存の必要性が考えられる薬 ----------------------------------------

○点眼薬
　「冷蔵庫など冷暗所に保管してください」とある

　ものは指示に従ってください。遮光袋があるもの

　は遮光袋にいれて保存してください。

○坐薬
　一般に坐薬は体温で溶けるようになっています。

　気温が高い時期には溶け出してしまうこともありま

　す。冷蔵庫などの冷暗所で保管するようにしましょう。

3. 注意すべきこと ----------------------------------------------------------------------

錠剤、散剤など、すべての薬を冷蔵庫に保管すると却って湿気てしまう可能性があります。薬によって保存方法

が異なりますので指示に従うようにしてください。また、残った薬は変質等を考慮して原則として使用しない、

幼児のいる家庭では誤って飲まないよう薬の置き場所に気をつけるなどの注意が必要です。

原稿執筆 / 薬剤科　後藤和也

○水剤
　気温の高い時期にはできるだけ冷蔵庫など冷暗所
　に保管してください。ただし冷蔵庫で保管すると
　固まってしまうものもあります。（例  鉄剤）  薬剤
　師の指示に従って保管するようにしてください。

○インスリン注射薬
　未使用のインスリン注射薬は凍結を避けて冷蔵庫
　に保管してください。ただし、使用中のインスリ
　ン注射薬は冷蔵庫で冷えた状態で注射をすると痛
　みを伴いますので、室温で保存しましょう。

外来

　外来は、一般外来（７診療科）と専門外来（１５診療科）及び救急室、内視鏡室、
外来化学療法室よりなっています。1日平均２９８名の患者様が受診され、その患者
様の安全と満足を考え、日々の診療介助及び継続看護にあたっています。
　チーム医療として、「チーム糖尿」「救急チーム」が結成され、「チーム糖尿」では、
在宅での糖尿病コントロールや自己注射の指導、持続グルコースモニタ（CGMS）の管
理の他、「糖尿病による足病変」の患者様への「フットケア外来」も行っています。
　また、「救急チーム」では桐生消防と協力し「BLS研修」を実施しています。現在
まで7回開催し、計２４３名の職員が受講、当院独自の修了証を受け取っています。
　今後も外来診療・看護の質向上を目指し、各職種での連携を図り、チーム医療を推
進して行きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外来　看護科長　岡本　世津子▲ＢＬＳ研修の様子

参考 HP…http://www.selfdoctor.net/



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。
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■ついにやってきた夏休み！

　 ～アウトドアを楽しく過ごすために～

■ナース通信⑨ ～外来～

■地域通信「みどり第二道場（昼）・

　　　　　　　阿左美ヘルス道場（夜）」

　　　　　  　　寄稿　赤石　はる子様

■モニター会議を開催しました

■食中毒講習会を開催しました

■就職説明会開催のお知らせ

■あなたとお薬相談「薬の保管方法」

■あなたと健康レシピ

　　　　　　　　「トマトシャーベット」

■外来担当医師一覧表

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)土(第2･4休診)

細沼賢一 増田智之 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)

小暮晃一郎
(糖尿・甲状腺)

(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 解良恭一 柿下広文
(消化器) (呼吸器) (糖尿・甲状腺)

植木･坂本・松本
・吉田(交替)

細沼･廣川・小暮
　・増田(交替)

森島巌
高橋仁

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 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 大澤 第1.3.5　高木 第2.4 手術 大澤松香

特殊検査 特殊検査 大澤松香
手術 高木麻栄 高木麻栄

2:30 ～ 5:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄
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 解良恭一 矢冨正清

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(2:00～5:00)

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・高橋駿介

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

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 ～

～9:00 12:00内科

青木隆増田智之 小暮晃一郎 竹内宏明

～二次救急当番日　8月～
5日(日)　　9日(木)　　13日(月）　　17日(金）　　21日(火)　　25日(土)　　29日(水)

土(第2･4休診)

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。

小林さつき
針谷貴子
（交替）

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

池ノ谷清

岡部智史

渡邊秀臣

診療時間

　平成24年8月1日現在一般外来 ※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

夏休みがやってきた！

アウトドアを楽しく過ごすために…
待ちに待った夏休みがやってきました。

海に行くもよし、山に行くもよし、どこへ行こうか考えるだけで楽しい気持ちになるのではないで

しょうか。

とはいえせっかくのレジャーもけがや病気が発生したら、楽しむどころではなくなります。 

アウトドアを楽しんでいるときは、つい気分が開放的になり、思わぬけがや病気が起こることがあ

ります。とくに、海や山は日常生活と比べると危険も多いため、普段あまり運動をしていない人や、

子ども連れで出かけるときには、無理のない計画をたてることが大切です。

あまり神経質になりすぎると心から楽しむことができなくなってしまいますので、「海や山ではこう

いうけがや病気が起こる」ということ、万が一の時あわてないように、起こりやすいけがや病気の

応急処置の方法を覚えておきましょう。

解良恭一
(紹介・新患のみ)

第3

隔週

隔週
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