
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。

【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。

- 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 -
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秋は呼吸器にご注意

外来担当医師一覧表

新棟魅力はっけん！！ その２

ナース通信

コーラス 桐の実

血液浄化室

寄稿　林　和子 様

地域通信

野菜はビタミン・ミネラルの供給源
あなたと栄養指導

鮭のチャンチャン焼きあなたと健康レシピ

ふれあい看護体験を
実施しました

あなたと
地域伝言板

サマーコンサートを開催しました

緩和ケア認定看護師誕生

呼吸器の弱る秋

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
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～二次救急当番日　9月～
4日(水)　　8日(日)　　12日(木）　　16日(月祝)　　21日(土)　　26日(木)　　30日（月）

※今月より変更となります

秋は呼吸器にご注意

　８月が終わり、過ごしやすい秋がやってきます。健康の秋とはいうものの、実は秋は

呼吸器が弱まる季節でもあるといわれています。

　夏の後遺症は特に呼吸器に出やすく、特にノドが冷房で荒れています。眠れないから

といって、夏の期間、夜中じゅう冷房をつけっぱなしだと、ノドに慢性炎症ができてし

まいます。そして、秋になり冷たい空気を吸い込むと喉風邪や喘息の引き金になります。

　汗を出し皮膚の新陳代謝のよい夏場は、呼吸器の弱い人にとって楽な季節ですが、汗

をかかなくなる秋は呼吸器が最も心配な季節なのです。

　この時期には、マスクをして空気を温めてから吸い込む、という喘息予防をしている

方が多いようです。風邪も季節性があり、秋にひく風邪は咳が出やすく、咳が残りやす

いので注意が必要です。

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。

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診)

細沼賢一 松本俊一 細沼賢一 錦戸彩加 関上豪一 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺） （消化器） （糖尿・甲状腺） （循環器） （糖尿 紹介予約のみ）

関上豪一 竹内宏明 坂本龍彦 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
（消化器）

松本(俊)・錦戸(交替）

高橋仁
群大医師

佐野潔
桑原敬史
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 大澤松香第1・3・5 手術 大澤松香 手術 高木麻栄 高木麻栄
2:30～ 5:00 高木麻栄第2・4 高木麻栄（再来予約） 高木麻栄 特殊検査 大澤松香
9:00～12:00 吉川秀明 後藤英之 後藤英之・吉川秀明 後藤英之 後藤英之・荻野未来 後藤英之
2:00～ 5:00 吉川秀明 後藤英之 後藤英之・吉川秀明 後藤英之 後藤英之・荻野未来

火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

専門外来 ※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。

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診)

成清卓二

植木嘉衛・木下雅人

秋山仁
川田敏夫 第1

2:00～5:00
山田聡子 第2～5

2:00～4:30

関上豪一
1:30～4:00

久田剛志 第2・4

9:00～12:00

西岡正樹
2:00～5:00

柿崎暁 第2・4

9:00～12:00

廣川朋之
消化器 2:00～ 4:00 青木隆

骨・軟部腫瘍 9:00～12:00 渡邊秀臣
手の外科 2:00～ 5:00 栗原秀行

佐野潔 第2・4・5

磯武信 第1・3

血管外科・呼吸器外科 9:00～12:30 桝田幹郎
呼吸器外科 2:00～ 4:30 井貝仁 第2・4

腹膜透析 9:00～12:00 松本孝之・吉田弘明

ＥＤ 3:00～ 4:00 秋山仁 第1・3

喘息 2:00～ 4:00 横山明
乳腺 2:00～ 4:00 高橋仁 第2・4

アトピー性皮膚炎 2:00～ 3:00 群大医師
フットケア 2:00～ 4:00 群大医師 第4

2.夜間は内科系、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。

柿下広文
9:00～11:30

森昌朋
(月1回)2:00～4:00

リウマチ 2:00～ 5:00

矢冨正清
2:00～3:30

佐藤哲郎
2:00～4:00

呼吸器

肝臓 2:00～ 4:00 細沼賢一

秋山　仁

循環器 1:00～ 5:00 竹内宏明

秋山仁

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。

腎臓 1:30～ 4:00
植木嘉衛
小畑敬子

糖尿・甲状腺 1:30～ 5:00

眼科

歯科口腔外科

整形外科
佐野潔
池ノ谷清

9:00～12:00

常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸

群大医師 第1・5

桑原敬史 第3

池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

佐野潔
桑原敬史

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）

植木・坂本・松本(孝)
・吉田　（交替）

内科(当日) 9:00～12:00 松本俊一 錦戸彩加

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成25年9月1日現在

内科 9:00～12:00
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緩和ケア認定看護師
が誕生しました！

ｐrofile

所属：東病棟３階
氏名：川島　麻美子
緩和ケア認定看護師

鮭のチャンチャン焼き

材 料
（２人分）

◆生鮭……２切れ
◆塩…………少々
◆こしょう…少々
◆キャベツ…４枚

◆もやし…２００ｇ
◆玉ねぎ…１/４個
◆サラダ油…適量

◇味噌だれ
　味噌　　大さじ２
　砂糖　　小さじ２
　酒　　　大さじ２

①キャベツは４㎝のざく切り、 玉ねぎとにんにくは薄切りにします。

②鮭に塩コショウし、 フライパンに油を引き、 両面焼きます。

③焼いた鮭の上に、 切った野菜とにんにくをのせます。 その上から合わせ

　た味噌だれを回し入れ、 バターをのせたら、 蓋をして１０分蒸し焼きにし

　ます。 蓋をとって時々野菜をかき混ぜながら、 香ばしく焼いて完成です。

　お好みで七味唐辛子を振るのもオススメです。

あなたと健康レシピ

あなたと健康レシピ
◆バター　大さじ１
◆にんにく　１／３個

サマーコンサートを開催しましたサマーコンサートを開催しました

野菜はビタミン・ミネラルの供給源野菜はビタミン・ミネラルの供給源

あなたと栄養指導 栄養指導 /レシピ執筆　栄養科　長谷川　紀恵

野菜はビタミンやミネラルを豊富に含んだ食品です。しかし近年
では野菜の摂取量不足が懸念されます。平成 23 年の厚生労働省の
国民栄養調査では成人の野菜類の摂取量の平均が 277.4ｇという
報告があり、20 代では、234,４ｇと低く、10 年前と比べても減
少傾向にあります。
厚生労働省では一日の野菜摂取量を 350ｇ（うち緑黄食野菜 120ｇ
以上）と推奨しています。
いろいろな野菜と組み合わせながら、積極的に野菜を摂取しましょう。

主なビタミン ・ ミネラルのはたらき

種　類 体内の主なはたらき 多く含んでいる食品

ビタミンＡ

ビタミンＤ

ビタミンＥ

ビタミンＢ1

ビタミンＢ2

ビタミンＣ

カルシウム

鉄

カリウム

栄養の利用を促し、成長を促進する / 病気に対する抵抗

力を強める / 薄暗い所で視力を保つ

赤血球の溶血を防ぐ / 必須脂肪酸の過酸化を防ぐ / 老化

防止に役立つ

カルシウムやリンの代謝を助け骨や歯の発育を促進する。

人参・ほうれん草・牛乳・チーズ

岩魚・カツオ・卵黄・しいたけ

緑黄色野菜・豆類・胚芽油

糖質の代謝に役立つ / 食欲増進 / 頭の働きをよくする 豚肉・レバー・豆類・緑黄色野菜

細胞の再生や成長を促進 / 脂質の代謝を促進、糖質の代

謝にも関係 / 健康な皮膚、髪・爪をつくる

血管を丈夫にする / 骨・歯などの組織をつくる / 血管の

凝固作用に関係する / 心筋の収縮作用を増す

骨、歯など組織をつくる / 血液の凝固作用に関係する /

心筋の収縮作用を増す

赤血球のヘモグロビンに含まれ、酸素を細胞に取り入れる

胚芽・緑黄色野菜・納豆・ヨーグルト

果物・緑黄色野菜

小魚・牛乳・チーズ

レバー・卵・きな粉・煮干

心臓機能、筋肉機能の調節 / ナトリウムの排泄を促進し

血圧を下げる
芋類、野菜、海藻、果物

認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定

の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた

者をいい、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動

を行う者をいいます。今回新たに認定看護師となった東病棟３階の川島

さんにコメントをいただきました！

　緩和ケアとは、がんによって患者様が抱えるさま
ざまな辛さを緩和し、困難な状況にあっても患者様
が｢自分らしく生きる｣ことを支えるケアです。また
ご家族もケアの対象と捉え、病状変化への不安や、
この先愛する家族を失うかもしれないという予期悲
嘆へのケアも行います。
　緩和ケアはがんと診断されたときから提供される
ものですが、終末期の患者様とかかわることも少な
くありません。私自身がそうであったように、緩和
ケアを提供する側も、悲嘆ややりきれなさを感じる
ことがあります。緩和ケア認定看護師として、患者
様やご家族へはもちろん、院内のスタッフにとって
も支えとなれるような活動をしていきたいと思います。

　新しくオープンした透析室は、 東病棟１Ｆにあり

ます。 １Ｆフロアを１１１床としてスタッフの導線や

患者様の見守りなど業務の効率化や医療安全を考

慮しました。 そして、 患者様にわかりやすいよう、

それぞれのフロア名を地域の方々になじみのある

「あかぎ」 「はるな」 「みょうぎ」 「あさま」 としまし

た。 患者様からは 「わかりやすくていいね！」 と

言っていただき好評です。

＊血液浄化室＊＊血液浄化室＊
ナース通 信
ナース通 信

　２Ｆには「病棟透析室」

１５床があり、 主に療養

病棟に入院されている

透析患者様が治療を受

けており、 １Ｆ透析室と

比べますと、 病棟透析

室は 「ほっとする空間」

となっています。

　また、 いままで患者様から “冷房の風があたっ

て寒い” といったご意見もありましたが、 放射の

原理を利用した放射空調で、 “風のない冷房” を

導入したことにより、 冷たい風があたらず、 快適

な環境で治療を受けていただけるようになりまし

た。 これからも、 患者様が安心して安全で快適

な透析治療を受けられるよう努力していきます。

血液浄化室　科長　岡部　洋子

　８月 31 日 ( 土 )、「アンサンブル ロマンス」さんによる院内サマー
コンサートが開催されました。アンサンブル ロマンスさんは、ギター、
キーボード等による音楽バンドです。
　新棟完成後初となる多目的ホールで開催された今回のコンサートで
は、【青い山脈】や【銀座の恋の物語】などの懐かしい曲を演奏いただ
き、患者様が口ずさむ姿が多く見られました。また、アンコールの【ふ
るさと】の演奏では、会場全体で大合唱し、とても楽しい時間となり
ました。
　１２月にはクリスマスコンサートも開催予定ですので、楽しみにし
ていただければと思います。



　

代表　林　和子
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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。

　「コーラス桐の実」、始まりは「ボーイスカウト若桐合唱団」として昭和４８年１９７３

年に作られた合唱団です。そして平成１４年に現在の名前に変更し、常葉　純先生指導の

もとで練習に励んでいます。

　桐生市文化祭、水曜プロムナードコンサート、また、オペラ「眠り王」にも出演し、５，

０００人の合唱の一員として、武道館での公演にも４回参加しています。

　約４０年近く活動できたことは、合唱、即ち団員と一緒に大きな声で歌うことが楽しかっ

たからだと思います。お陰で健康にも恵まれ、脳も年相応です。

　ピアノは黒澤　淳子さんです。メロディーをしっかりと教えてくださり、応援してくだ

さっています。これからも地域で活動し、歌わせていただける事を願っております。

　歌でつながる幸せを大切に、暑さに負けず、練習を続けていきたいと思います。

コーラス 桐の実

いつも和やかな雰囲気で練習しています！

　7月26日(金)、桐生地区の高校生2･3年生を対象に「ふれあい看護体験」を実施しました。今年の参加
者は9名で、制服から白衣に着替え「看護師」に変身！ピンクのユニフォームがとても似合っていました。
　看護部長から看護師の業務、看護師になるための方法などを聞いたあと、放射線科、リハビリ室等の院
内見学を行いました。手術室ではテレビで見る無影灯などを実際に見て「すごい！」と感激し、イケメンナー
スの説明には目を輝かせていました。病棟実習では患者様と話をしたり車椅子での散歩や食事の配膳を行
いました。AEDを使用し一次救命処置の実践も体験したほか、病棟実習では「きれいでホテルみたい」「病
院全体が暖かい雰囲気」といった感想を頂き、参加者全員に「看護の体験ができてとてもよかった」と満
足してもらえました。
　この結果から今年のふれあい看護体験は成功だったと確信し、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。ま
た来年は今年よりももっと有意義な看護体験ができるように企画したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東病棟３階科長　堀越清美

ふれあい看護体験を実施しました！ふれあい看護体験を実施しました！あなたと

地域伝言板
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新棟

魅力はっけん！！その２魅力はっけん！！その２魅力はっけん！！その２魅力はっけん！！その２

新棟っていままでと何が
違うの？どうすごいの？
新棟のひみつを大調査しました！

病棟ラウンジ

血液浄化室談話室

お見舞いに見えたご家族と入院患者様が楽しい時間を過ごせるよう、各階病棟
にラウンジを設置しています。清潔感のある白を基調とした家具と、木々をイメ
ージさせるあたたかみのある空間です。また、血液浄化室の談話室も透析前
などの待ち時間の間、患者様にリラックスしてすごしていただけるよう疲れに
くいイスやテレビの設置などがされています。

病棟ラウンジ＆血液浄化室談話室

暑さがだんだんとやわらいできたこの頃…鼻水、咳、痰がからむ等の「肺」（呼吸器）の症状を

感じることはありませんか？気温が下がり空気が乾燥し始めるこれからは、東洋医学的にみると

「肺」という臓器が関係した症状が多くなる季節と言われています。

◆寒くなると悪化する咳…肺を温める機能が不足した状態。

◆空気が乾燥すると悪化する咳…少量の痰しか絡まず、気道から咽頭、肺の粘膜が潤い

　不足を起こしている状態

◆痰が多く、ゼロゼロした咳…夏に過剰に摂取した水分が代謝されずに肺（呼吸器）に

　留まった状態

東洋医学では、「肺は鼻と関係がある」といわれています。鼻から入った空気は肺に入り、肺から出された

汚れた気（呼気）は同じ道をとおって排除されるので、肺の病変は、すぐに鼻に影響し、鼻水、鼻詰まり、

嗅覚異常などを起こします。 

参考サイト…http://tamachuiyaku.com/

・口内炎ができる

・肌荒れがある

・胃腸の調子が良くない

・便秘や下痢、またはその両方がある

・息苦しさや、胸がつまる感じがする

・ふと悲しい気持ちになる

こんな症状も｢肺が弱まって
いるから｣かも？
こんな症状も｢肺が弱まって
いるから｣かも？

呼吸器の弱る秋呼吸器の弱る秋

「肺」は意外にも辛い味を好みます。

薬味（ねぎ・しょうが・紫蘇・唐辛子など）を上手に使い、お腹の

中から温めましょう。大根・にんにく・たまねぎ・梨・白菜・ごぼう

・しょうがなどもお勧めです。

ただし、辛いものを多く食べ過ぎると胃腸を傷つけ、体内の必要な

水分を発散させすぎて逆に乾燥してしまうので要注意です。
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緩和ケア認定看護師
が誕生しました！

ｐrofile

所属：東病棟３階
氏名：川島　麻美子
緩和ケア認定看護師

鮭のチャンチャン焼き

材 料
（２人分）

◆生鮭……２切れ
◆塩…………少々
◆こしょう…少々
◆キャベツ…４枚

◆もやし…２００ｇ
◆玉ねぎ…１/４個
◆サラダ油…適量

◇味噌だれ
　味噌　　大さじ２
　砂糖　　小さじ２
　酒　　　大さじ２

①キャベツは４㎝のざく切り、 玉ねぎとにんにくは薄切りにします。

②鮭に塩コショウし、 フライパンに油を引き、 両面焼きます。

③焼いた鮭の上に、 切った野菜とにんにくをのせます。 その上から合わせ

　た味噌だれを回し入れ、 バターをのせたら、 蓋をして１０分蒸し焼きにし

　ます。 蓋をとって時々野菜をかき混ぜながら、 香ばしく焼いて完成です。

　お好みで七味唐辛子を振るのもオススメです。

あなたと健康レシピ

あなたと健康レシピ
◆バター　大さじ１
◆にんにく　１／３個

サマーコンサートを開催しましたサマーコンサートを開催しました

野菜はビタミン・ミネラルの供給源野菜はビタミン・ミネラルの供給源

あなたと栄養指導 栄養指導 /レシピ執筆　栄養科　長谷川　紀恵

野菜はビタミンやミネラルを豊富に含んだ食品です。しかし近年
では野菜の摂取量不足が懸念されます。平成 23 年の厚生労働省の
国民栄養調査では成人の野菜類の摂取量の平均が 277.4ｇという
報告があり、20 代では、234,４ｇと低く、10 年前と比べても減
少傾向にあります。
厚生労働省では一日の野菜摂取量を 350ｇ（うち緑黄食野菜 120ｇ
以上）と推奨しています。
いろいろな野菜と組み合わせながら、積極的に野菜を摂取しましょう。

主なビタミン ・ ミネラルのはたらき

種　類 体内の主なはたらき 多く含んでいる食品

ビタミンＡ

ビタミンＤ

ビタミンＥ

ビタミンＢ1

ビタミンＢ2

ビタミンＣ

カルシウム

鉄

カリウム

栄養の利用を促し、成長を促進する / 病気に対する抵抗

力を強める / 薄暗い所で視力を保つ

赤血球の溶血を防ぐ / 必須脂肪酸の過酸化を防ぐ / 老化

防止に役立つ

カルシウムやリンの代謝を助け骨や歯の発育を促進する。

人参・ほうれん草・牛乳・チーズ

岩魚・カツオ・卵黄・しいたけ

緑黄色野菜・豆類・胚芽油

糖質の代謝に役立つ / 食欲増進 / 頭の働きをよくする 豚肉・レバー・豆類・緑黄色野菜

細胞の再生や成長を促進 / 脂質の代謝を促進、糖質の代

謝にも関係 / 健康な皮膚、髪・爪をつくる

血管を丈夫にする / 骨・歯などの組織をつくる / 血管の

凝固作用に関係する / 心筋の収縮作用を増す

骨、歯など組織をつくる / 血液の凝固作用に関係する /

心筋の収縮作用を増す

赤血球のヘモグロビンに含まれ、酸素を細胞に取り入れる

胚芽・緑黄色野菜・納豆・ヨーグルト

果物・緑黄色野菜

小魚・牛乳・チーズ

レバー・卵・きな粉・煮干

心臓機能、筋肉機能の調節 / ナトリウムの排泄を促進し

血圧を下げる
芋類、野菜、海藻、果物

認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定

の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた

者をいい、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動

を行う者をいいます。今回新たに認定看護師となった東病棟３階の川島

さんにコメントをいただきました！

　緩和ケアとは、がんによって患者様が抱えるさま
ざまな辛さを緩和し、困難な状況にあっても患者様
が｢自分らしく生きる｣ことを支えるケアです。また
ご家族もケアの対象と捉え、病状変化への不安や、
この先愛する家族を失うかもしれないという予期悲
嘆へのケアも行います。
　緩和ケアはがんと診断されたときから提供される
ものですが、終末期の患者様とかかわることも少な
くありません。私自身がそうであったように、緩和
ケアを提供する側も、悲嘆ややりきれなさを感じる
ことがあります。緩和ケア認定看護師として、患者
様やご家族へはもちろん、院内のスタッフにとって
も支えとなれるような活動をしていきたいと思います。

　新しくオープンした透析室は、 東病棟１Ｆにあり

ます。 １Ｆフロアを１１１床としてスタッフの導線や

患者様の見守りなど業務の効率化や医療安全を考

慮しました。 そして、 患者様にわかりやすいよう、

それぞれのフロア名を地域の方々になじみのある

「あかぎ」 「はるな」 「みょうぎ」 「あさま」 としまし

た。 患者様からは 「わかりやすくていいね！」 と

言っていただき好評です。

＊血液浄化室＊＊血液浄化室＊
ナース通 信
ナース通 信

　２Ｆには「病棟透析室」

１５床があり、 主に療養

病棟に入院されている

透析患者様が治療を受

けており、 １Ｆ透析室と

比べますと、 病棟透析

室は 「ほっとする空間」

となっています。

　また、 いままで患者様から “冷房の風があたっ

て寒い” といったご意見もありましたが、 放射の

原理を利用した放射空調で、 “風のない冷房” を

導入したことにより、 冷たい風があたらず、 快適

な環境で治療を受けていただけるようになりまし

た。 これからも、 患者様が安心して安全で快適

な透析治療を受けられるよう努力していきます。

血液浄化室　科長　岡部　洋子

　８月 31 日 ( 土 )、「アンサンブル ロマンス」さんによる院内サマー
コンサートが開催されました。アンサンブル ロマンスさんは、ギター、
キーボード等による音楽バンドです。
　新棟完成後初となる多目的ホールで開催された今回のコンサートで
は、【青い山脈】や【銀座の恋の物語】などの懐かしい曲を演奏いただ
き、患者様が口ずさむ姿が多く見られました。また、アンコールの【ふ
るさと】の演奏では、会場全体で大合唱し、とても楽しい時間となり
ました。
　１２月にはクリスマスコンサートも開催予定ですので、楽しみにし
ていただければと思います。



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。

【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。

- 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 -

ＴＯＰＩＣＳ
秋は呼吸器にご注意

外来担当医師一覧表

新棟魅力はっけん！！ その２

ナース通信

コーラス 桐の実

血液浄化室

寄稿　林　和子 様

地域通信

野菜はビタミン・ミネラルの供給源
あなたと栄養指導

鮭のチャンチャン焼きあなたと健康レシピ

ふれあい看護体験を
実施しました

あなたと
地域伝言板

サマーコンサートを開催しました

緩和ケア認定看護師誕生

呼吸器の弱る秋

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
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～二次救急当番日　9月～
4日(水)　　8日(日)　　12日(木）　　16日(月祝)　　21日(土)　　26日(木)　　30日（月）

※今月より変更となります

秋は呼吸器にご注意

　８月が終わり、過ごしやすい秋がやってきます。健康の秋とはいうものの、実は秋は

呼吸器が弱まる季節でもあるといわれています。

　夏の後遺症は特に呼吸器に出やすく、特にノドが冷房で荒れています。眠れないから

といって、夏の期間、夜中じゅう冷房をつけっぱなしだと、ノドに慢性炎症ができてし

まいます。そして、秋になり冷たい空気を吸い込むと喉風邪や喘息の引き金になります。

　汗を出し皮膚の新陳代謝のよい夏場は、呼吸器の弱い人にとって楽な季節ですが、汗

をかかなくなる秋は呼吸器が最も心配な季節なのです。

　この時期には、マスクをして空気を温めてから吸い込む、という喘息予防をしている

方が多いようです。風邪も季節性があり、秋にひく風邪は咳が出やすく、咳が残りやす

いので注意が必要です。

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。

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診)

細沼賢一 松本俊一 細沼賢一 錦戸彩加 関上豪一 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺） （消化器） （糖尿・甲状腺） （循環器） （糖尿 紹介予約のみ）

関上豪一 竹内宏明 坂本龍彦 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
（消化器）

松本(俊)・錦戸(交替）

高橋仁
群大医師

佐野潔
桑原敬史
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 大澤松香第1・3・5 手術 大澤松香 手術 高木麻栄 高木麻栄
2:30～ 5:00 高木麻栄第2・4 高木麻栄（再来予約） 高木麻栄 特殊検査 大澤松香
9:00～12:00 吉川秀明 後藤英之 後藤英之・吉川秀明 後藤英之 後藤英之・荻野未来 後藤英之
2:00～ 5:00 吉川秀明 後藤英之 後藤英之・吉川秀明 後藤英之 後藤英之・荻野未来

火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

専門外来 ※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。

診療科 診療時間 月 火 水 木 金 土(第2・4休診)

成清卓二

植木嘉衛・木下雅人

秋山仁
川田敏夫 第1

2:00～5:00
山田聡子 第2～5

2:00～4:30

関上豪一
1:30～4:00

久田剛志 第2・4

9:00～12:00

西岡正樹
2:00～5:00

柿崎暁 第2・4

9:00～12:00

廣川朋之
消化器 2:00～ 4:00 青木隆

骨・軟部腫瘍 9:00～12:00 渡邊秀臣
手の外科 2:00～ 5:00 栗原秀行

佐野潔 第2・4・5

磯武信 第1・3

血管外科・呼吸器外科 9:00～12:30 桝田幹郎
呼吸器外科 2:00～ 4:30 井貝仁 第2・4

腹膜透析 9:00～12:00 松本孝之・吉田弘明

ＥＤ 3:00～ 4:00 秋山仁 第1・3

喘息 2:00～ 4:00 横山明
乳腺 2:00～ 4:00 高橋仁 第2・4

アトピー性皮膚炎 2:00～ 3:00 群大医師
フットケア 2:00～ 4:00 群大医師 第4

2.夜間は内科系、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。

柿下広文
9:00～11:30

森昌朋
(月1回)2:00～4:00

リウマチ 2:00～ 5:00

矢冨正清
2:00～3:30

佐藤哲郎
2:00～4:00

呼吸器

肝臓 2:00～ 4:00 細沼賢一

秋山　仁

循環器 1:00～ 5:00 竹内宏明

秋山仁

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。

腎臓 1:30～ 4:00
植木嘉衛
小畑敬子

糖尿・甲状腺 1:30～ 5:00

眼科

歯科口腔外科

整形外科
佐野潔
池ノ谷清

9:00～12:00

常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸

群大医師 第1・5

桑原敬史 第3

池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

佐野潔
桑原敬史

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）

植木・坂本・松本(孝)
・吉田　（交替）

内科(当日) 9:00～12:00 松本俊一 錦戸彩加

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成25年9月1日現在

内科 9:00～12:00
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