
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。

●緩和ケア病棟を建設中です
●緩和ケアってなに？

●ナース通信　南５階

●外来担当医師一覧表

●あなたと地域通信三味線教室松崎会  様
●看護師を募集しています

●犯罪が起きにくい社会作りに
　参加しています

●多職種合同  病院職場見学会を
　開催します！

●あなたとお薬相談
　インフルエンザ薬について
●あなたと健康レシピ
　揚げいわしの辛味ソース煮

- 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 -

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

～二次救急当番日　2月～
1日(土)　　5日(水)　　9日(日）　　13日(木)　　17日(月)　　21日（金）　　25日(火)

【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。

【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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一般外来

診療科 受付時間 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

2:00～ 4:30 群大医師
脳神経外科 2:00～ 4:00 渡邉直文
皮膚科 8:30～11:00 群大医師 群大医師

8:30～11:30 大澤松香第1・3・5 手術 大澤松香 手術 高木麻栄 高木麻栄
2:00～ 4:30 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
8:30～11:30 後藤英之 後藤英之 後藤英之・荻野未来 後藤英之
1:30～ 4:30 後藤英之 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

診療科 受付時間 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

1:30～4:30
山田聡子 第2～5

1:30～4:00

関上豪一
1:00～3:30

柿崎暁 第2・4

8:30～11:30

廣川朋之
消化器 1:30～ 3:30 青木隆
神経内科 8:30～11:30 水野裕司

骨・軟部腫瘍 8:30～11:30 渡邊秀臣
手の外科 1:30～ 4:30 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 8:30～11:30 桝田幹郎
呼吸器外科 1:30～ 4:00 井貝仁 第2・4

腹膜透析 8:30～11:30 松本孝之・吉田弘明

ＥＤ 2:30～ 3:30 秋山仁 第1・3

喘息 1:30～ 3:30 横山明
乳腺 1:30～ 3:30 高橋仁 第2・4

アトピー性皮膚炎 1:30～ 2:30 群大医師
フットケア 1:30～ 3:30 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、あらかじめご了承ください。

月田真祐子8:30～11:30 松本俊一 錦戸彩加 竹内宏明

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成26年2月1日現在

内科 8:30～11:30

松本(俊)・錦戸
（交替）

植木・坂本・松本(孝)
・吉田　（交替）

外科 8:30～11:30 森島巌 高橋仁 常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸

内科(当日)

1:00～ 4:30

群大医師 第1・5

桑原敬史 第3

眼科

歯科口腔外科

整形外科
佐野潔

池ノ谷清
池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

佐野潔
桑原敬史

8:30～11:30

1.外来は完全予約制です。当日受付の方は待ち時間が長くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

腎臓 1:00～ 3:30
植木嘉衛
小畑敬子

糖尿・甲状腺

循環器 12:30～ 4:30

肝臓 1:30～ 3:30 細沼賢一

呼吸器 矢冨正清
1:30～3:00

西岡正樹
1:30～4:30

リウマチ 1:30～ 4:30

久田剛志
8:30～11:30

佐藤哲郎
1:30～3:30

柿下広文
8:30～11:00

森昌朋
(月1回)1:30～3:30

秋山　仁

竹内宏明

秋山仁

別府祐次

別府祐次

ＴＯＰＩＣＳ

後藤英之
後藤英之

緩和ケア病棟を建設中です緩和ケア病棟を建設中です
当院では、現在緩和ケア病棟を建設しております。

緩和ケア病棟では、がんの患者様とご家族が抱えるさまざまな辛さを緩和し、患者様が自分らしく

穏やかな毎日を送れるようお手伝いをします。がんを治すための治療が困難である、あるいはそれ

らの治療を希望されないというがん患者様が対象となります。

病棟は全個室２１床、うち１７室はトイレ、洗面を完備し、プライバシーに配慮されたスペースで

過ごすことができます。ご家族が宿泊できるお部屋や自由に使用できるミニキッチンがあります。

また、談話室から手作りのお料理を作っていただくことが出来ます。

開設は４月を予定しております。工事期間中は、患者様をはじめ皆さまに大変ご不便、ご迷惑をお

かけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
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＊南病棟５階＊ナース通信ナース通信

１. いわしは頭を落としてわたを取りだし、塩水で洗って横２つに切り、片栗粉

　　をつけ油で揚げます。

２. 鍋に油と豆板醤を入れ次にＡを加えます。

　　香りが出てきたらセロリとねぎのみじん切りを各１／２量入れて炒めます。

3.２にＢの調味料とスープを加え、煮立ったら揚げたいわしを入れて少し煮ます。

4. 片栗粉大さじ１を倍量の水で溶き、３に流し入れてひと煮たちさせ、とろみ

　がついたら残りのねぎとセロリを散らし、酢を加えて仕上げます。

あなたとお薬相談 執筆 /薬剤科

材 料
（４人分）

あな
たと

健康レシ
ピ

あな
たと

健康レシ
ピ ＊揚げいわしの辛味ソース煮＊ 2 月の節分にはいわしの頭を焼いて柊の

枝に刺し、邪気を払う意味があります。

・いわし ５～６尾

・豆板醤　少々

・サラダ油大さじ１/２
　南病棟 5 階は、医療型療養病棟です。多種多様な疾患の患者

様が入院し、入院期間も長期に及びます。暗くなりがちな入院

生活を少しでも明るく過ごしていただけるように、レクレーション

や体操、季節に合わせた楽しい行事を取り入れたアクティビティ

を実施しています。

　また毎月、誕生会を開催し手づくりの誕生日カードをプレゼント

し、好評を得ています。

　これからも、患者様に寄り添い、笑顔の看護・介護を提供

できるように頑張ります。

　　　　　　　　　　　　　南病棟 5 階　科長　関口　美津子

・生姜みじん切り大さじ１

・にんにくみじん切り大さじ１/２

・塩、片栗粉…各適量

・セロリみじん切り１/２カップ

・ねぎみじん切り１/２本分

・砂糖、酒各大さじ１

・醤油大さじ１と１/２

・スープ２カップ

・酢小さじ１

・揚げ油

Ａ Ｂ

患者様とご家族の心と身体の苦痛を和らげる

がんの苦痛を取り除くケア がん患者様に起こる【つらさ】

受けられる看護ケア

どんな看護が受けられるの？

緩和ケアってなに？緩和ケアってなに？

　がんは、日本人の死因で最も多い病気です。

現在、3 人に 1 人ががんで亡くなっており、

身近な病気となっています。

　緩和ケアは「がん治療ができなくなった方

への医療」「がんの終末期に受けるもの」

と思っている方も多いようですが、がん

治療の初期段階から、がん治療と一緒に受

けることができます。

参考…http://www.kanwacare.net/

●痛み、 倦怠感などのさまざまな症状

●落ち込み、悲しみなどの精神的な苦痛

●せまりくる 「死」 への恐怖

●自分の 「人生」 に対する問いなど

このようながんによる心と身体の苦痛を和らげ、自分

らしい生活を送れるようにするのが「緩和ケア」です。

　緩和ケアでは、患者様とご家族の生活を

支えるためのケアを行います。具体的に、

下のようなケアを受けることができます。
　東邦病院では専門の医師や看護師、

薬剤師、管理栄養士、理学・作業療法

士、医療ソーシャルワーカーがチーム

となって、痛みへの専門的な対処や、

気持ちのつらさを和らげる専門的な治

療やケアを行なっており、チームスタッ

フが病室に定期的に訪問します。

現在の治療や生活が

うまくいくように

お手伝いしていく

医療チームです。

“東邦病院緩和ケアチーム”

●自分の病気を知り、 治療法の選択について
　　のサポートを受ける

●痛みなどの苦痛な症状を取り除くケア

●日常を取り戻すケアを受ける

●こころのふれあいを大切にし、元気になるケア

●ご家族へのケア

●ケアを家でも受けられるようにする

誕生日にはカードを手渡ししています

インフルエンザの場合、発症した後、2 ～ 3 日で体内のウイルスが増殖する最盛期となり、

治療を行なう際には、症状の発現から２日以内に薬を投与することが望まれています。

薬にはいくつか種類があり、ウイルスの型や使う患者によって使い分けられています。

抗インフルエンザ薬の違いは表のようになります。

一般名

商品名

投与経路 吸入 点滴静脈注射内服
( プロドラッグ )

１日２回
５日間

1 回 10mg

１日 1 回 10mg １日 1 回 75mg １日 1 回
(１回 1 キット 2 日間 )未承認

１回　75mg
小児…
ドライシロップ
１回 2mg/kg

300mg
小児…
10ｍｇ/ｋｇ
(600ｍｇまで増量可 )

40mg(2 容器 )

10 歳未満…
20ｍｇ(1 容器 )

１日２回
５日間

単回点滴
( 複数回可 ) 単回吸入

吸入
( プロドラッグ )

用法・用量

予防投薬の適用
( 保険適用外 )

ザナミビル
水和物

オセルタミビル
リン酸塩

ペラミビル
水和物

ラニナミビル
オクタン酸エステル

リレンザ タミフル ラピアクタ イナビル

上記４剤とも小児・未成年者については薬剤との因果関係は不明なものの、

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するために、

これらの薬剤による治療が開始された後は、異常行動の恐れがあること、

自宅療養の場合は少なくとも２日間、小児・未成年者が一人にならない

ように注意してください。

インフルエンザ薬についてインフルエンザ薬について
タミフルやリレンザの違いって？タミフルやリレンザの違いって？
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緩和ケア病棟開設につき

看護師大募集！

東邦病院 人事課　℡ ０２７７-７６-６３１１

当院では、４月の緩和ケア病棟オープンに向け、看護師として一緒に

働いてくださる方を募集しています。

ワーク・ライフ・バランスを保ちながら、あなたの“やりたい看護”を

してみませんか？ご見学・ご応募は随時受け付けております。

当院人事課まで、お気軽にお電話ください。

三味線教室松崎会三味線教室松崎会

東邦病院で一緒に働きませんか？東邦病院で一緒に働きませんか？東邦病院で一緒に働きませんか？東邦病院で一緒に働きませんか？

　私達は三味線の情緒に浸りながら唄い、弾く、そんな三味線が好きな人が集まっている会

です。平成１０年に会が発足しました。徐々に人も集まり、小学生も入ってきました。

その中の一人はもう高校生になっています。

　集まる人の年齢も様々で、８０歳になっても年齢を感じさせない若者もおります。唄の文

句ではありませんが、人生いろいろの心と会話で咲きにぎわいがあり、ためになったり楽し

いこともあり、何年たってもお茶のみとおしゃべりは続いております。ただ感謝です。

　毎年地域の行事にも参加させていただいたり、ボランティアにも呼んでいただけるように

なりました。

　右手にはバチをもち、左指は弦を押さえたり、はじいたりと指を使うことで脳の老化を防

ぐ効果もあるかもしれない、そんな都合の良いことばかりを考えているのですが、それはと

もかく一緒にいる人達と共に談笑しながら継続は力なりということを信じて、力を合わせて

頑張ってゆきたいと思います。

そんな私達を、どこかでお会い出来た時は、よろしくお願いします。

　私達は三味線の情緒に浸りながら唄い、弾く、そんな三味線が好きな人が集まっている会

です。平成１０年に会が発足しました。徐々に人も集まり、小学生も入ってきました。

その中の一人はもう高校生になっています。

　集まる人の年齢も様々で、８０歳になっても年齢を感じさせない若者もおります。唄の文

句ではありませんが、人生いろいろの心と会話で咲きにぎわいがあり、ためになったり楽し

いこともあり、何年たってもお茶のみとおしゃべりは続いております。ただ感謝です。

　毎年地域の行事にも参加させていただいたり、ボランティアにも呼んでいただけるように

なりました。

　右手にはバチをもち、左指は弦を押さえたり、はじいたりと指を使うことで脳の老化を防

ぐ効果もあるかもしれない、そんな都合の良いことばかりを考えているのですが、それはと

もかく一緒にいる人達と共に談笑しながら継続は力なりということを信じて、力を合わせて

頑張ってゆきたいと思います。

そんな私達を、どこかでお会い出来た時は、よろしくお願いします。

代表　松崎　地江子代表　松崎　地江子
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多職種
合同

看護師・薬剤師・理学・作業療法士・管理栄養士・社会福祉士・医療事務の
多職種合同見学会です！実際に働く現場を見学してみませんか？

病院職場見学会病院職場見学会病院職場見学会病院職場見学会

【日　時】３/１５、２９(土)※どちらかご希望の１日のみ　AM９：３０～AM１１：００

【内　容】病院概要の説明、職種別に別れ各部署を見学、アンケート記入

【対　象】上記職種について学ぶ１年生～４年生の学生

【お申込】人事課　℡０２７７-７６-６３１１

　　　　 ※看護師２０名、その他職種は１０名が定員です。お申し込みは先着順
　　　　 とさせていただきます。各開催日の３日前までにお申込みください。

に参加していますに参加しています

藤和グループは

“犯罪が起きにくい社会作り”“犯罪が起きにくい社会作り”“犯罪が起きにくい社会作り”“犯罪が起きにくい社会作り”

当院をはじめとする藤和グループでは、 県内に多くの医療、 介護事業等を展開しております。

このたび、 地域に “犯罪が起きにくい社会作り” に貢献するため、 警察と協力し、 これを推進する

ことと致しました。 社会的弱者といわれる子どもや女性、 高齢者の方を犯罪から守る等の活動を通し、

これまで以上に優しい事業グループをめざします。

＊こんな活動をします＊

＊群馬県警と覚書締結＊

子どもや女性が誘拐、 暴力、 痴漢等の犯罪に遭い、 または被害に遭いそうになり助けを求めてきた時に、

グループ各施設を緊急避難場所として確保し、 ここに子どもや女性を保護し、 必要により警察に 110 番

通報するなど、 地域ぐるみで社会的弱者を犯罪から守り、 これらの人々の安全を守ります。

平成２５年１２月１６日に、 グループ系列病院

である駒井病院内で、 【犯罪の起こりに

くい社会作りに関する覚書】 に、 当グル

ープ代表の駒井 實理事長が県警の代表

と覚書に調印しました。

県警と当グループが連携し、 防犯ネットワークを強化、 犯罪の防止に協力していきます



－1－ －4－

＊南病棟５階＊ナース通信ナース通信

１. いわしは頭を落としてわたを取りだし、塩水で洗って横２つに切り、片栗粉

　　をつけ油で揚げます。

２. 鍋に油と豆板醤を入れ次にＡを加えます。

　　香りが出てきたらセロリとねぎのみじん切りを各１／２量入れて炒めます。

3.２にＢの調味料とスープを加え、煮立ったら揚げたいわしを入れて少し煮ます。

4. 片栗粉大さじ１を倍量の水で溶き、３に流し入れてひと煮たちさせ、とろみ

　がついたら残りのねぎとセロリを散らし、酢を加えて仕上げます。

あなたとお薬相談 執筆 /薬剤科

材 料
（４人分）

あな
たと

健康レシ
ピ

あな
たと

健康レシ
ピ ＊揚げいわしの辛味ソース煮＊ 2 月の節分にはいわしの頭を焼いて柊の

枝に刺し、邪気を払う意味があります。

・いわし ５～６尾

・豆板醤　少々

・サラダ油大さじ１/２
　南病棟 5 階は、医療型療養病棟です。多種多様な疾患の患者

様が入院し、入院期間も長期に及びます。暗くなりがちな入院

生活を少しでも明るく過ごしていただけるように、レクレーション

や体操、季節に合わせた楽しい行事を取り入れたアクティビティ

を実施しています。

　また毎月、誕生会を開催し手づくりの誕生日カードをプレゼント

し、好評を得ています。

　これからも、患者様に寄り添い、笑顔の看護・介護を提供

できるように頑張ります。

　　　　　　　　　　　　　南病棟 5 階　科長　関口　美津子

・生姜みじん切り大さじ１

・にんにくみじん切り大さじ１/２

・塩、片栗粉…各適量

・セロリみじん切り１/２カップ

・ねぎみじん切り１/２本分

・砂糖、酒各大さじ１

・醤油大さじ１と１/２

・スープ２カップ

・酢小さじ１

・揚げ油

Ａ Ｂ

患者様とご家族の心と身体の苦痛を和らげる

がんの苦痛を取り除くケア がん患者様に起こる【つらさ】

受けられる看護ケア

どんな看護が受けられるの？

緩和ケアってなに？緩和ケアってなに？

　がんは、日本人の死因で最も多い病気です。

現在、3 人に 1 人ががんで亡くなっており、

身近な病気となっています。

　緩和ケアは「がん治療ができなくなった方

への医療」「がんの終末期に受けるもの」

と思っている方も多いようですが、がん

治療の初期段階から、がん治療と一緒に受

けることができます。

参考…http://www.kanwacare.net/

●痛み、 倦怠感などのさまざまな症状

●落ち込み、悲しみなどの精神的な苦痛

●せまりくる 「死」 への恐怖

●自分の 「人生」 に対する問いなど

このようながんによる心と身体の苦痛を和らげ、自分

らしい生活を送れるようにするのが「緩和ケア」です。

　緩和ケアでは、患者様とご家族の生活を

支えるためのケアを行います。具体的に、

下のようなケアを受けることができます。
　東邦病院では専門の医師や看護師、

薬剤師、管理栄養士、理学・作業療法

士、医療ソーシャルワーカーがチーム

となって、痛みへの専門的な対処や、

気持ちのつらさを和らげる専門的な治

療やケアを行なっており、チームスタッ

フが病室に定期的に訪問します。

現在の治療や生活が

うまくいくように

お手伝いしていく

医療チームです。

“東邦病院緩和ケアチーム”

●自分の病気を知り、 治療法の選択について
　　のサポートを受ける

●痛みなどの苦痛な症状を取り除くケア

●日常を取り戻すケアを受ける

●こころのふれあいを大切にし、元気になるケア

●ご家族へのケア

●ケアを家でも受けられるようにする

誕生日にはカードを手渡ししています

インフルエンザの場合、発症した後、2 ～ 3 日で体内のウイルスが増殖する最盛期となり、

治療を行なう際には、症状の発現から２日以内に薬を投与することが望まれています。

薬にはいくつか種類があり、ウイルスの型や使う患者によって使い分けられています。

抗インフルエンザ薬の違いは表のようになります。

一般名

商品名

投与経路 吸入 点滴静脈注射内服
( プロドラッグ )

１日２回
５日間

1 回 10mg

１日 1 回 10mg １日 1 回 75mg １日 1 回
(１回 1 キット 2 日間 )未承認

１回　75mg
小児…
ドライシロップ
１回 2mg/kg

300mg
小児…
10ｍｇ/ｋｇ
(600ｍｇまで増量可 )

40mg(2 容器 )

10 歳未満…
20ｍｇ(1 容器 )

１日２回
５日間

単回点滴
( 複数回可 ) 単回吸入

吸入
( プロドラッグ )

用法・用量

予防投薬の適用
( 保険適用外 )

ザナミビル
水和物

オセルタミビル
リン酸塩

ペラミビル
水和物

ラニナミビル
オクタン酸エステル

リレンザ タミフル ラピアクタ イナビル

上記４剤とも小児・未成年者については薬剤との因果関係は不明なものの、

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するために、

これらの薬剤による治療が開始された後は、異常行動の恐れがあること、

自宅療養の場合は少なくとも２日間、小児・未成年者が一人にならない

ように注意してください。

インフルエンザ薬についてインフルエンザ薬について
タミフルやリレンザの違いって？タミフルやリレンザの違いって？



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。

●緩和ケア病棟を建設中です
●緩和ケアってなに？

●ナース通信　南５階

●外来担当医師一覧表

●あなたと地域通信三味線教室松崎会  様
●看護師を募集しています

●犯罪が起きにくい社会作りに
　参加しています

●多職種合同  病院職場見学会を
　開催します！

●あなたとお薬相談
　インフルエンザ薬について
●あなたと健康レシピ
　揚げいわしの辛味ソース煮

- 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 -

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

～二次救急当番日　2月～
1日(土)　　5日(水)　　9日(日）　　13日(木)　　17日(月)　　21日（金）　　25日(火)

【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。

【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。

あんどゆー　２０１４年　２月号あんどゆー　２０１４年　２月号
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一般外来

診療科 受付時間 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

2:00～ 4:30 群大医師
脳神経外科 2:00～ 4:00 渡邉直文
皮膚科 8:30～11:00 群大医師 群大医師

8:30～11:30 大澤松香第1・3・5 手術 大澤松香 手術 高木麻栄 高木麻栄
2:00～ 4:30 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
8:30～11:30 後藤英之 後藤英之 後藤英之・荻野未来 後藤英之
1:30～ 4:30 後藤英之 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

診療科 受付時間 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

1:30～4:30
山田聡子 第2～5

1:30～4:00

関上豪一
1:00～3:30

柿崎暁 第2・4

8:30～11:30

廣川朋之
消化器 1:30～ 3:30 青木隆
神経内科 8:30～11:30 水野裕司

骨・軟部腫瘍 8:30～11:30 渡邊秀臣
手の外科 1:30～ 4:30 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 8:30～11:30 桝田幹郎
呼吸器外科 1:30～ 4:00 井貝仁 第2・4

腹膜透析 8:30～11:30 松本孝之・吉田弘明

ＥＤ 2:30～ 3:30 秋山仁 第1・3

喘息 1:30～ 3:30 横山明
乳腺 1:30～ 3:30 高橋仁 第2・4

アトピー性皮膚炎 1:30～ 2:30 群大医師
フットケア 1:30～ 3:30 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、あらかじめご了承ください。

月田真祐子8:30～11:30 松本俊一 錦戸彩加 竹内宏明

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成26年2月1日現在

内科 8:30～11:30

松本(俊)・錦戸
（交替）

植木・坂本・松本(孝)
・吉田　（交替）

外科 8:30～11:30 森島巌 高橋仁 常澤伸幸 森島巌 常澤伸幸

内科(当日)

1:00～ 4:30

群大医師 第1・5

桑原敬史 第3

眼科

歯科口腔外科

整形外科
佐野潔

池ノ谷清
池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

佐野潔
桑原敬史

8:30～11:30

1.外来は完全予約制です。当日受付の方は待ち時間が長くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

腎臓 1:00～ 3:30
植木嘉衛
小畑敬子

糖尿・甲状腺

循環器 12:30～ 4:30

肝臓 1:30～ 3:30 細沼賢一

呼吸器 矢冨正清
1:30～3:00

西岡正樹
1:30～4:30

リウマチ 1:30～ 4:30

久田剛志
8:30～11:30

佐藤哲郎
1:30～3:30

柿下広文
8:30～11:00

森昌朋
(月1回)1:30～3:30

秋山　仁

竹内宏明

秋山仁

別府祐次

別府祐次

ＴＯＰＩＣＳ

後藤英之
後藤英之

緩和ケア病棟を建設中です緩和ケア病棟を建設中です
当院では、現在緩和ケア病棟を建設しております。

緩和ケア病棟では、がんの患者様とご家族が抱えるさまざまな辛さを緩和し、患者様が自分らしく

穏やかな毎日を送れるようお手伝いをします。がんを治すための治療が困難である、あるいはそれ

らの治療を希望されないというがん患者様が対象となります。

病棟は全個室２１床、うち１７室はトイレ、洗面を完備し、プライバシーに配慮されたスペースで

過ごすことができます。ご家族が宿泊できるお部屋や自由に使用できるミニキッチンがあります。

また、談話室から手作りのお料理を作っていただくことが出来ます。

開設は４月を予定しております。工事期間中は、患者様をはじめ皆さまに大変ご不便、ご迷惑をお

かけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
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