
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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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。

専門外来

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。

～二次救急当番日　6月～
3日(月)　　7日(金)　　11日(火）　　16日(日)　　20日(木)　　24日(月)　　28日（金）

※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。

　平成25年6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

東邦病院【看護の日】

接遇研修を開催しました

外来担当医師一覧表

ナース通信

炊き出し訓練実施

- 基本方針 -

昨日を反省し 今日を考え 明日に備える

- 病院理念 -

桐生吹奏楽団

南病棟３階

寄稿　丹羽　康雄 様

地域通信

グループ
ホーム

トマトの
ココナッツミルクゼリー

あなたと
健康レシピ

バリアフリーマーク
について

あなたと
地域伝言板

熱中症対策！
脱水症に気をつけましょう！！

見学・就職説明会　開催中！

入職医師の紹介

新病棟オープンまで
あとわずか！

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

※今月より変更となります

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診）

細沼賢一 細沼賢一

竹内宏明

関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器)

(循環器)

(循環器) (糖尿 紹介予約のみ)

関上豪一

松本孝之

坂本龍彦

青木隆

廣川朋之
(循環器)

(腎臓)

(腎臓)

(消化器)

(消化器)

吉田弘明

青木隆

錦戸彩加

秋山仁
(腎臓)

(消化器)

(糖尿・甲状腺)

(糖尿・甲状腺)

松本俊一
(糖尿・甲状腺)

植木･坂本･松本(孝)
･吉田(交替)

松本(俊)･錦戸
(交替)

高橋仁
群大医師

佐野潔 佐野潔 池ノ谷清 佐野潔 佐野潔

竹内宏明
(循環器)

群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 渡邊秀臣 池ノ谷清 桑原敬史 桑原敬史第3

群大医師
2：30～5：00 群大医師

脳神経外科 2：30～4：30 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 手術 高木麻栄 高木麻栄
2：30～5：00 特殊検査 高木麻栄(予約) 高木麻栄 特殊検査 大澤松香
9：00～12：00 後藤英之 後藤英之
2：00～5：00 後藤英之

後藤英之
後藤英之

吉川秀明
吉川秀明

整形外科
9：00～12：00

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

常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸外科 9：00～12：00 森島巌 高橋仁

竹内宏明 月田真祐子 松本(俊)・錦戸
(交替)

内科 9：00～12：00

松本俊一 錦戸彩加9：00～12：00
内科
(当日)

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診）

骨･軟部腫瘍 9：00～11：30 渡邊秀臣
腹膜透析 9：00～12：00 松本孝之･吉田弘明

呼吸器外科･血管外科 9：00～12：30 桝田幹郎
循環器 1：00～5：00 関上豪一(1:30～4:00) 竹内宏明

9：00～12：00 久田剛志第2･4

2：00～5：00 西岡正樹 矢冨正清(2:00～4:00)

秋山仁 秋山仁 秋山仁
森昌朋月1回(2:00～5:00)佐藤哲郎(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
植木嘉衛･木下雅人 小畑敬子

廣川朋之
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 高橋仁第2･4

フットケア 2：00～4：00 群大医師第4

アトピー性皮膚炎 2：00～3：00 群大医師

1：30～5：00

リウマチ 2：00～5：00

呼吸器

糖尿・甲状腺

腎臓 1：30～4：00

肝臓 2：00～4：00

後藤英之･荻野未来

後藤英之･荻野未来

後藤英之･吉川秀明

後藤英之･吉川秀明

７月１日より運営開始予定の新棟の一部を初公開！！

７月１日より運営開始予定の新棟の一部を初公開！！

あんどゆー　２０１３年　６月号あんどゆー　２０１３年　６月号

▲病室（４人室）▲血液浄化室 ▲廊下

▲外来待合ホール（玄関より）

外来待合ホール（外来より）

１２６床となる血液浄化室は間仕切り
でプライバシーに配慮され、群馬に馴
染み深い山々の名称でフロア分けされて
います。

木目素材を活かした廊下は木漏れ日
のような優しく明るい環境です。
各階ごとにテーマカラー（１Ｆ黄色
・２Ｆ水色・３Ｆピンク・４Ｆオレンジ
・５Ｆみどり）が決められ、階数表示
などにそれぞれ使用されています。

患者様が療養を行う病室です。
４人室にはトイレ・洗面台・
収納を備えています。これか
ら患者様目線で選んだ家具が
配置される予定となっています。

待合ホールではコンサートや勉強会
などの開催も予定しています。

玄関から見た外来待合ホールです。
新病棟の内装イメージは【木とひかり】。
各所に木目調素材を使用し、あたたかみの
ある空間となっています。また、入って
すぐにある大きな壁画は人間国宝である
加藤孝造氏の作品です。

柿下広文(9:00～12:30)

柿崎暁第2･4
(9:00～12:00)

【Ａｎｄｙｏｕ（あんどゆー）】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の名称です。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。

▲



旬の春キャベツを使った和風味のロールキャベツはいかかですか？

　南病棟３階は回復期リハビリ病棟です。 急性期病棟や他の病院

で治療を終え、 在宅や施設に帰る準備としてリハビリを行う病棟です。

回復期病棟では毎日のリハビリの活力源になるよう季節に応じたイベ

ントを積極的に取り入れています。 ５月１２日は 【看護の日】 のイベ

ントとして、 ネイルケアと飲み物のサービスを行いました。 飲み物は

コーヒー、 煎茶、 希望者にはお茶を点てて茶道の真似事を少し試み

て…ＤＶＤで懐メロを流し午後のひとときを楽しんでいただきました。

　患者様が一日も早く元気に退院できるようスタッフ一同日々頑張っ

ています！
　　　　　　　　　　　　　　　南病棟３階　科長　植木　富佐子

－1－ －4－

ナ ー ス 通 信ナ ー ス 通 信 トマトのココナッツミルクゼリー

材 料
（４個分）

◆トマト…４個
◆板ゼラチン…２ １/２枚
◆梅酒または水…小１

●ココナッツミルク…１００ml　
●牛乳…５０ml

＊南病棟３階＊＊南病棟３階＊
あなたと健康レシピ

あなたと健康レシピ

Ａの材料

　５月８日（水）、加賀屋 克美先生を講師にお招

きし、接遇研修を実施しました。加賀屋先生は東

京ディズニーランドのキャストとして勤めた後、

多業界で得た経験も踏まえ、テーマパーク、商業

施設等のサービス・運営コンサルティングする

会社を設立し活動しています。

　研修では先生の体験やディズニーであった実際

のエピソードなどを交え【感動を与える接遇】【思

いやりのある接遇】についてお話しいただき、最

後には涙する職員も多く見られました。

　講演後のアンケートでは、職員より「患者様の

喜びが自分の喜びになるよう心をこめた接遇をし

たい」「１日１日を大切にし思いやりのある看護

を行いたい」「少し考え方を変えるだけで仕事や

物事への向かい方が変わるとわかった」など、

よりよい接遇に向けた感想が多数あがりました。

　この講演を活かし、今後も病院全体でより良い

接遇を目指していきたいと思います。

　来年度新卒看護師になる

方を対象とした見学・就職

説明会を行います。当院看

護部の活動紹介や院内見学

などを予定しております。

※上記日程に都合のつかない

場合も随時受付けております

のでご相談ください。

７/６，８/３，８/１７

（全日程土曜開催）

接 遇 研 修接 遇 研 修

入職医師の紹介

池田　志織　

担当：腎臓内科・透析

いけだ　　 　　しおり

今月より入職となる医師１名

をご紹介致します。

お申込み・詳細は人事課（76-6311）ま
で

お気軽にお問合わせください！

●生クリーム…大さじ２
●砂糖…大さじ２ １/３

＊下準備：ゼラチンはかぶる程度の水に約３分浸し、しとらせる。

１.トマトは皮を湯むきし、へたを含む上部１ｃｍを横に切り取ってスプーンで種をかき出し、

　　ふせた状態で約５分おいて汁気をきる。

２.ボウルに Aを混ぜ合わせ、湯せんにかけて人肌程度に温め、砂糖を溶かす。

３.小さめのボウルに軽く水気を絞ったゼラチン、梅酒または水を入れ、湯せんにかけ溶かす。

４.３を２に加えて静かに混ぜ、ボウルの底を氷水にあてて粗熱をとり、トマトの中に注ぎ、

　　上までいっぱいにする。残ったら別の容器に流し、共に冷蔵庫で冷やし固める。

５.完全に固まったら、容器で固めたゼリーをスプーンですくいトマトの上にのせ、容器に盛る。

21 世紀の高齢社会を支えていくためには「看護の心、ケアの心、助け合いの心」を、私たち一人一人が

分かち合うことが必要であり、こうした心をだれもが育むきっかけとなるよう、毎年５月１２日が看護の

日として制定されています。

当院では、患者様や地域住民の皆様とのふれあいと看護の明るいイメージづくりを目的に、

各部署それぞれで患者様へプレゼントやケアの提供などを行いました。その一部をご紹介いたします！

＊南病棟＊＊外　来＊

東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日

＊中央病棟＊

中央病棟では、メッセ
ージカードの配布やア
ロマオイルマッサージ、
清潔ケア、フードモデ
ルの展示による栄養指
導、スタッフ紹介ポス
ターの掲示などを行い
ました。

外来では、看護部キャラクター【ひなちゃん】
入りの手作りカードとちょっとしたグッズを
入れたプレゼントを、外来へいらっしゃった
方へお渡ししました。

東病棟では、オイルを使用したハンドマッサ
ージを提供し、利用者様との触れ合いの時間
を増やしました。また、看護の日にちなんだ
ポスターを掲示しました。

南病棟では手作りカード
のほか、折り紙で作った
お花や蝶を患者様やご家
族にプレゼントしました。

また、ネイルケアや
お茶のサービスをした
病棟もありました。

←【手作り毛玉さくらんぼ】を
作った病棟もあります♪

↑
可
愛
い
と

　

大
好
評
で
し
た
！

＊東病棟＊



　

【問い合わせ】丹羽

ＴＥＬ　０２７７-７６-６８４８

－2－

　こんにちは。昭和４９年（１９７４年）秋、

「肩のこらないコンサート」をモットーに桐生

市立北中学校音楽室でスタートした３９年目

の市民バンド桐生吹奏楽団です。

　演奏曲は、演歌・ポップス・スクリーンミュ

ージック・クラシックとあらゆるジャンルの

曲に挑戦しております。団員は、高校生から

６０歳代で職業も様々です。限られた時間の

中で練習に取り組んでおります。月曜・金曜

の夜７時半より桐生市広沢３丁目集会所にて

優しく時には厳しく、家庭的な雰囲気で楽し

く練習しております。

　活動は、春・秋の桐生市市民音楽会への参

加や年１回の定期演奏会（今年は９月１５日

（日）桐生市市民文化会館シルクホールにて第

２３回定期演奏会開催予定）、慰問演奏など

充実しております。吹奏楽（楽しく・吹き・

奏でる）を通して地域の方たちとの交流を大

切にしております。

　初心者の方や楽器から少し離れている方など、

いつでも歓迎いたします。興味のある方は一

度見学に来てみませんか。

信信

“あなたと地域伝言板”では、近隣の地域の情報や、当院の地域活動報告など、より地域の皆様に密着した情報をお届けします。“あなたと地域伝言板”では、近隣の地域の情報や、当院の地域活動報告など、より地域の皆様に密着した情報をお届けします。

あなたと

地域伝言板
バリアフリーマークについてバリアフリーマークについて 群馬県ＨＰより一部抜粋

身近にあるバリアフリーマークについてご紹介します。意味を正しく理解して心のバリアフリーに努めましょう。

国際リハビリテーシ
ョン協会総会で採択。
障害者が利用できる
建築物、施設である
ことを明確に示す世
界共通のマークです。

世界盲人連合が採択
し、国際的に認知さ
れています。手紙や
雑誌の冒頭、歩行用
に使用できます。

世界ろう連盟が制定。
定期刊行物やポスタ
ー、ろう者が通訳な
どのサービスを受け
られる場所でも使用
されています。

肢体不自由を理由に
免許に条件のある方
が運転する際に表示
。マークをつけた車
への幅寄せや割込み
は禁止されています。

（社）オストミー協会
が独自に提唱。多目
的トイレにオストメイ
ト（人工肛門・人工
膀胱造設者）の設備が
あることを示します。

国際シンボルマーク 盲人のための
国際シンボルマーク

聴覚障害者の国際マーク 身体障害者標識 オストミーマーク国際シンボルマーク 盲人のための
国際シンボルマーク

聴覚障害者の国際マーク 身体障害者標識 オストミーマーク

桐生吹奏楽団桐生吹奏楽団♪
♪ ♪



－3－

あなたとお薬相談 薬剤科　小澤  淳也

炊き出し訓練を実施しました炊き出し訓練を実施しましたグルー
プホー

ム

グルー
プホー

ム

　５月２３日（木）、当院と同一法人であるグループホームクララ梅田にて
災害時を想定とした炊き出し訓練を行いました。桐生市消防本部、桐生地
区赤十字安全奉仕団、食生活改善推進協議会の皆様のご協力のもと、避難
訓練や初期消火訓練、炊き出し訓練、応急手当の講習を受けました。
　災害時は地域の協力が不可欠です。今回は初の試みとして、施設内だけ
でなく、近隣住民の皆様や地域の関係団体の皆様などあわせて５０名以上
の方にご参加いただきました。
　この訓練をきっかけに地域との連携をより強めていけたらと思います。

グループホーム部　　課長　島宮　久美子

経口補水液は市販もされていますが、家庭

でも簡単に作ることができます。砂糖 40g

（大さじ 4 と 1/2 杯）と食塩 3g（小さじ

1/2杯）を湯冷まし１リットルによく溶かし、

飲みやすい温度になれば完成です。さらに

果汁（レモンやグレープフルーツなど）を加

えると飲みやすくなり、カリウムの補充にも

なります。

熱中症対策に経口補水液を作ってみてはい

かがでしょうか。

経口補水液を作ってみよう！経口補水液を作ってみよう！

脱水症に気をつけましょう！！
～経口補水液の上手な活用について～

脱水症に気をつけましょう！！
～経口補水液の上手な活用について～
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～経口補水液の上手な活用について～

脱水症に気をつけましょう！！
～経口補水液の上手な活用について～

　　脱水症とは

　　熱中症とは

　　脱水症状を感じたら経口補水療法を１.

２.

３.　　脱水症とは

　　熱中症とは

　　脱水症状を感じたら経口補水療法を１.

２.

３.

熱中症対策！

経口補水液の飲み方は？
　経口補水液の飲み方は、一気に飲むのではなく、

　少しずつ飲むのがいいでしょう。

　１日当たりの目安量として、乳児は 30 ～ 50mL/kg、

　幼児は 300 ～ 600mL、学童以上（成人、高齢者を含む）

　は 500～1000mLですので、飲み過ぎにも注意しましょう。

経口補水液はどこで購入できるの？
　脱水症状改善のための病者用食品となり、薬剤師の常駐する

　調剤薬局やドラックストアなどで購入できます。

経口補水液の飲み方は？
　経口補水液の飲み方は、一気に飲むのではなく、

　少しずつ飲むのがいいでしょう。
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経口補水液はどこで購入できるの？
　脱水症状改善のための病者用食品となり、薬剤師の常駐する

　調剤薬局やドラックストアなどで購入できます。

身体にとって不可欠な体液が不足した状態を脱水症と

言います。脱水症とは単なる水の不足ではなく、同時

に電解質（ミネラル）も失われた状態です。

高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランス

が崩れ、体温調整機能がうまく働かないことにより、

体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには

吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると

意識障害などが起こります。このような障害を総称

して熱中症と言います。熱中症が起こる背景には脱

水症が潜んでいます。

経口補水療法とは、開発途上国から生まれた水と電解

質を経口的に補給する方法です。

経口補水療法に用いられる経口補水液は、脱水時に不

足している電解質を含み、素早く吸収できるよう、

糖質（ブドウ糖）が少量配合された飲料です。通常の

水分・電解質補給であればスポーツ飲料でも充分です

が、下痢や嘔吐、発熱、激しい発汗、経口摂取不足で

脱水状態になりやすくなっている時や、脱水状態にな

ってしまったときは経口補水液が適しています。なお、

経口補水液は心臓や腎臓に負担をかけることがあり、

医師からナトリウムやカリウムの摂取制限を受けて

いる人は使用できない場合があるので、使用する際は

医師の指示に従ってください。
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旬の春キャベツを使った和風味のロールキャベツはいかかですか？

　南病棟３階は回復期リハビリ病棟です。 急性期病棟や他の病院

で治療を終え、 在宅や施設に帰る準備としてリハビリを行う病棟です。

回復期病棟では毎日のリハビリの活力源になるよう季節に応じたイベ

ントを積極的に取り入れています。 ５月１２日は 【看護の日】 のイベ

ントとして、 ネイルケアと飲み物のサービスを行いました。 飲み物は

コーヒー、 煎茶、 希望者にはお茶を点てて茶道の真似事を少し試み

て…ＤＶＤで懐メロを流し午後のひとときを楽しんでいただきました。

　患者様が一日も早く元気に退院できるようスタッフ一同日々頑張っ

ています！
　　　　　　　　　　　　　　　南病棟３階　科長　植木　富佐子

－1－ －4－

ナ ー ス 通 信ナ ー ス 通 信 トマトのココナッツミルクゼリー

材 料
（４個分）

◆トマト…４個
◆板ゼラチン…２ １/２枚
◆梅酒または水…小１

●ココナッツミルク…１００ml　
●牛乳…５０ml

＊南病棟３階＊＊南病棟３階＊
あなたと健康レシピ

あなたと健康レシピ

Ａの材料

　５月８日（水）、加賀屋 克美先生を講師にお招

きし、接遇研修を実施しました。加賀屋先生は東

京ディズニーランドのキャストとして勤めた後、

多業界で得た経験も踏まえ、テーマパーク、商業

施設等のサービス・運営コンサルティングする

会社を設立し活動しています。

　研修では先生の体験やディズニーであった実際

のエピソードなどを交え【感動を与える接遇】【思

いやりのある接遇】についてお話しいただき、最

後には涙する職員も多く見られました。

　講演後のアンケートでは、職員より「患者様の

喜びが自分の喜びになるよう心をこめた接遇をし

たい」「１日１日を大切にし思いやりのある看護

を行いたい」「少し考え方を変えるだけで仕事や

物事への向かい方が変わるとわかった」など、

よりよい接遇に向けた感想が多数あがりました。

　この講演を活かし、今後も病院全体でより良い

接遇を目指していきたいと思います。

　来年度新卒看護師になる

方を対象とした見学・就職

説明会を行います。当院看

護部の活動紹介や院内見学

などを予定しております。

※上記日程に都合のつかない

場合も随時受付けております

のでご相談ください。

７/６，８/３，８/１７

（全日程土曜開催）

接 遇 研 修接 遇 研 修

入職医師の紹介

池田　志織　

担当：腎臓内科・透析

いけだ　　 　　しおり

今月より入職となる医師１名

をご紹介致します。

お申込み・詳細は人事課（76-6311）ま
で

お気軽にお問合わせください！

●生クリーム…大さじ２
●砂糖…大さじ２ １/３

＊下準備：ゼラチンはかぶる程度の水に約３分浸し、しとらせる。

１.トマトは皮を湯むきし、へたを含む上部１ｃｍを横に切り取ってスプーンで種をかき出し、

　　ふせた状態で約５分おいて汁気をきる。

２.ボウルに Aを混ぜ合わせ、湯せんにかけて人肌程度に温め、砂糖を溶かす。

３.小さめのボウルに軽く水気を絞ったゼラチン、梅酒または水を入れ、湯せんにかけ溶かす。

４.３を２に加えて静かに混ぜ、ボウルの底を氷水にあてて粗熱をとり、トマトの中に注ぎ、

　　上までいっぱいにする。残ったら別の容器に流し、共に冷蔵庫で冷やし固める。

５.完全に固まったら、容器で固めたゼリーをスプーンですくいトマトの上にのせ、容器に盛る。

21 世紀の高齢社会を支えていくためには「看護の心、ケアの心、助け合いの心」を、私たち一人一人が

分かち合うことが必要であり、こうした心をだれもが育むきっかけとなるよう、毎年５月１２日が看護の

日として制定されています。

当院では、患者様や地域住民の皆様とのふれあいと看護の明るいイメージづくりを目的に、

各部署それぞれで患者様へプレゼントやケアの提供などを行いました。その一部をご紹介いたします！

＊南病棟＊＊外　来＊

東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日東邦病院の看護の日

＊中央病棟＊

中央病棟では、メッセ
ージカードの配布やア
ロマオイルマッサージ、
清潔ケア、フードモデ
ルの展示による栄養指
導、スタッフ紹介ポス
ターの掲示などを行い
ました。

外来では、看護部キャラクター【ひなちゃん】
入りの手作りカードとちょっとしたグッズを
入れたプレゼントを、外来へいらっしゃった
方へお渡ししました。

東病棟では、オイルを使用したハンドマッサ
ージを提供し、利用者様との触れ合いの時間
を増やしました。また、看護の日にちなんだ
ポスターを掲示しました。

南病棟では手作りカード
のほか、折り紙で作った
お花や蝶を患者様やご家
族にプレゼントしました。

また、ネイルケアや
お茶のサービスをした
病棟もありました。

←【手作り毛玉さくらんぼ】を
作った病棟もあります♪

↑
可
愛
い
と

　

大
好
評
で
し
た
！

＊東病棟＊



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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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。

専門外来

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。

～二次救急当番日　6月～
3日(月)　　7日(金)　　11日(火）　　16日(日)　　20日(木)　　24日(月)　　28日（金）

※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。

　平成25年6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

東邦病院【看護の日】

接遇研修を開催しました

外来担当医師一覧表

ナース通信

炊き出し訓練実施

- 基本方針 -

昨日を反省し 今日を考え 明日に備える

- 病院理念 -

桐生吹奏楽団

南病棟３階

寄稿　丹羽　康雄 様

地域通信

グループ
ホーム

トマトの
ココナッツミルクゼリー

あなたと
健康レシピ

バリアフリーマーク
について

あなたと
地域伝言板

熱中症対策！
脱水症に気をつけましょう！！

見学・就職説明会　開催中！

入職医師の紹介

新病棟オープンまで
あとわずか！

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

※今月より変更となります

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診）

細沼賢一 細沼賢一

竹内宏明

関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器)

(循環器)

(循環器) (糖尿 紹介予約のみ)

関上豪一

松本孝之

坂本龍彦

青木隆

廣川朋之
(循環器)

(腎臓)

(腎臓)

(消化器)

(消化器)

吉田弘明

青木隆

錦戸彩加

秋山仁
(腎臓)

(消化器)

(糖尿・甲状腺)

(糖尿・甲状腺)

松本俊一
(糖尿・甲状腺)

植木･坂本･松本(孝)
･吉田(交替)

松本(俊)･錦戸
(交替)

高橋仁
群大医師

佐野潔 佐野潔 池ノ谷清 佐野潔 佐野潔

竹内宏明
(循環器)

群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 渡邊秀臣 池ノ谷清 桑原敬史 桑原敬史第3

群大医師
2：30～5：00 群大医師

脳神経外科 2：30～4：30 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 手術 高木麻栄 高木麻栄
2：30～5：00 特殊検査 高木麻栄(予約) 高木麻栄 特殊検査 大澤松香
9：00～12：00 後藤英之 後藤英之
2：00～5：00 後藤英之

後藤英之
後藤英之

吉川秀明
吉川秀明

整形外科
9：00～12：00

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

常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸外科 9：00～12：00 森島巌 高橋仁

竹内宏明 月田真祐子 松本(俊)・錦戸
(交替)

内科 9：00～12：00

松本俊一 錦戸彩加9：00～12：00
内科
(当日)

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診）

骨･軟部腫瘍 9：00～11：30 渡邊秀臣
腹膜透析 9：00～12：00 松本孝之･吉田弘明

呼吸器外科･血管外科 9：00～12：30 桝田幹郎
循環器 1：00～5：00 関上豪一(1:30～4:00) 竹内宏明

9：00～12：00 久田剛志第2･4

2：00～5：00 西岡正樹 矢冨正清(2:00～4:00)

秋山仁 秋山仁 秋山仁
森昌朋月1回(2:00～5:00)佐藤哲郎(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
植木嘉衛･木下雅人 小畑敬子

廣川朋之
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 高橋仁第2･4

フットケア 2：00～4：00 群大医師第4

アトピー性皮膚炎 2：00～3：00 群大医師

1：30～5：00

リウマチ 2：00～5：00

呼吸器

糖尿・甲状腺

腎臓 1：30～4：00

肝臓 2：00～4：00

後藤英之･荻野未来

後藤英之･荻野未来

後藤英之･吉川秀明

後藤英之･吉川秀明

７月１日より運営開始予定の新棟の一部を初公開！！

７月１日より運営開始予定の新棟の一部を初公開！！

あんどゆー　２０１３年　６月号あんどゆー　２０１３年　６月号

▲病室（４人室）▲血液浄化室 ▲廊下

▲外来待合ホール（玄関より）

外来待合ホール（外来より）

１２６床となる血液浄化室は間仕切り
でプライバシーに配慮され、群馬に馴
染み深い山々の名称でフロア分けされて
います。

木目素材を活かした廊下は木漏れ日
のような優しく明るい環境です。
各階ごとにテーマカラー（１Ｆ黄色
・２Ｆ水色・３Ｆピンク・４Ｆオレンジ
・５Ｆみどり）が決められ、階数表示
などにそれぞれ使用されています。

患者様が療養を行う病室です。
４人室にはトイレ・洗面台・
収納を備えています。これか
ら患者様目線で選んだ家具が
配置される予定となっています。

待合ホールではコンサートや勉強会
などの開催も予定しています。

玄関から見た外来待合ホールです。
新病棟の内装イメージは【木とひかり】。
各所に木目調素材を使用し、あたたかみの
ある空間となっています。また、入って
すぐにある大きな壁画は人間国宝である
加藤孝造氏の作品です。

柿下広文(9:00～12:30)

柿崎暁第2･4
(9:00～12:00)

【Ａｎｄｙｏｕ（あんどゆー）】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の名称です。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。

▲
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