
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。

●北病棟２階が療養病床になります
●耳の健康について考えよう

●ナース通信　感染管理

●外来担当医師一覧表

●あなたと地域通信
　ハクビ着物学院　笠懸教室  様

●「認知症について」の講座を開催しました

●入院食改善プロジェクトを
　行なっています
●多職種合同  病院職場見学会を
　開催します！
●あなたと栄養指導
　ノロウィルスによる食中毒予防のポイント

●あなたと健康レシピ
　フルーツのロールケーキ

- 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　3月～
1日(土)　　5日(水)　　9日(日）　　14日(金)　　18日(火)　　21日（金祝）　　26日(水)　　29日(土)

【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3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

３月１日 ( 土 ) より、介護療養型医療施設だった北病棟２階

が医療型療養病床 (４４床 ) として使用開始となります。

老朽化していた病棟も、壁紙や床の張替えを行ない、明るく

気持ちの良い療養環境となりました。

また、地下１階、１階については引き続き緩和ケア病棟の

工事を行なっており、北病棟２階の出入口は、中央病棟２階

通路側からのみとなります。

患者様・ご家族様には大変ご不便とご迷惑をおかけ致します

が、予めご了承いただけますようよろしくお願い致します。

あんどゆー　２０１４年　3月号あんどゆー　２０１４年　3月号

北病棟２階が療養病床になります北病棟２階が療養病床になります

旧北病棟外観

３月１日現在の
北病棟です。

少しずつ外観が
見えてきました！



－1－ －4－

＊感染管理＊ナース通信ナース通信

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

あな
たと

健康レシ
ピ

あな
たと

健康レシ
ピ ＊フルーツのロールケーキ＊
・卵　１個
・砂糖　大さじ１
・サラダ油　大さじ１/2 
・ホットケーキミックス　５０ｇ
・食紅　少々

感染管理認定看護師　大山　昌子

感染管理認定看護師の大山です。

私の仕事は、病院に入院している患者様、職員、病院を訪れるすべての人たちを感染症から守ることです。

１２月～３月の冬の時期には、感染性胃腸炎 (ノロウイルス )やインフルエンザが毎年流行します。病院

内でこのような感染症を広げないために、ポスターを作り来院者に注意を呼びかけたり、病棟を定期的に

ラウンドし、手指衛生やマスクをきちんと着けているかなど確認し、出来ていないところはその場で指導

しています。

ウイルスや細菌は目に見えません。手洗い、うがい、マスクを着けるなど日ごろの予防策が感染防止に繋

がります。院内の全ての人が日ごろからの予防策ができるように、日々の活動を行なっています。

感染管理認定看護師の大山です。

私の仕事は、病院に入院している患者様、職員、病院を訪れるすべての人たちを感染症から守ることです。

１２月～３月の冬の時期には、感染性胃腸炎 (ノロウイルス )やインフルエンザが毎年流行します。病院

内でこのような感染症を広げないために、ポスターを作り来院者に注意を呼びかけたり、病棟を定期的に

ラウンドし、手指衛生やマスクをきちんと着けているかなど確認し、出来ていないところはその場で指導

しています。

ウイルスや細菌は目に見えません。手洗い、うがい、マスクを着けるなど日ごろの予防策が感染防止に繋

がります。院内の全ての人が日ごろからの予防策ができるように、日々の活動を行なっています。
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・生クリーム　５０ｍｌ
・砂糖　　　大さじ２
・プレーンヨーグルト１５０ｇ
・コアントロー少々
・お好みのフルーツ
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下準備

材　

料

(

１
台
分)

ヨーグルトをペーパータオルに包み 100ｇ
になるまで水切りする。オーブントースター
の天板にオーブンペーパーをひく。

１. ボールに卵をほぐし、砂糖を加えて軽く泡立て、サラダ油、ホットケーキミックス、食紅
　 を加えよく混ぜる。天板に流しオーブントースターで３～４分焼く。
２. 生クリームに砂糖を加え泡立てる。泡立て器ですくった時、角が立ってもすぐ曲がるくらい
　 の固さまで泡立て、ヨーグルトとコアントローを加え混ぜる。
３. スポンジ生地を 2.5 ㎝幅の短冊状に切り、クリームを少し取り分け、残りをスポンジ生地に
　 ぬる。くるくると巻いて縦の渦巻きロール形にし、冷蔵庫に入れてなじませる。
４. お好みのフルーツを切り、３を器にのせる。取り分けたクリームをかけ、フルーツを飾り
　 つけて出来上がり。

＊感染経路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　《食品からの感染》　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●感染した人が調理などをして汚染された食品を食べる
　●ウィルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝などを食べる

　《人からの感染》　　　　　　　　
　●患者の糞便や嘔吐物が直接皮膚に触れたり、飛沫を吸い
　　込んだりすることによる二次感染
　　　　　　　　　　　

＊症状
　《潜伏期間》
　感染から発症まで２４～４８時間

　《主な症状》
　吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱が１～２日続く
　(感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような
　症状のこともある )

●トイレに行った後
●調理する前
●料理の盛りつけ前
●汚れの残りやすいところを丁寧に
●指先、指の間、爪の間
●親指の周り、手首

ノロウィルスによる食中毒予防のポイント
ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は一年を通して発生しますが、特に冬季に流行します。

手洗いは食中毒予防の基本となります。今回は手洗いの手順をご紹介します。
手洗いの前に、【爪は短く切ってあるか】【時計や指輪をはずしているか】をチェックしましょう！

正しい手洗いの手順１３項目

　１. ひじから下を水で濡らす。

　２. 手洗い石鹸をつけて

　３. よくあわ立てる

　４. 手のひらと甲（5 回程度）

　５. 指の間、付け根（5 回程度）

　６. 親指洗い（5 回程度）

　７. 指先（５回程度）

　８. 手首（5 回程度）腕、肘まで洗う。　

　９. 水で十分にすすぐ

１０. ペーパータオルで拭く、タオルは共有しない

１１. 蛇口栓にペーパータオルをかぶせて栓を閉める

１２. アルコールを噴霧する。　水が残っていると効果減

１３. 手指にすり込む（５回）

きれいに洗って美味しく食べましょう！

洗うタイミング洗うタイミング

３月３日は耳の日

＊耳のしごと・しくみ

＊どこまでが耳なの？

＊耳の健康のためにできること

　耳は外界の危険を察知したり、言語を学習して
他者とコミュニケーションを取ったりします。
　また、聴覚や平衡感覚を司っている重要な感
覚器官のため、障害を受けると音が聞こえ難くな
ったり真っ直ぐ立てなくなったりしてしまいます。

　耳は目に見えている部分だけではなく、耳の奥に
収容されている音の受容器官全体も「耳」です。
耳は外耳と中耳と内耳の３つから構成されており、
それぞれが大事な役割を持っています。

＊外耳…音を集めて方向を判断し、中耳に音を伝える。鼓膜
　　　　　 までの外耳道は粘液を出して異物の進入を防ぎ、耳
　　　　　 あかとして自然に排出する。

＊中耳…外耳からの音は鼓膜を振動させ、中耳にある 3つの
　　　　　 耳小骨に伝える。

＊内耳…耳小骨からの振動を電気信号に変えて神経を通り、
　　　　　 脳に伝え、実際に音を感じる。内耳にある三半規管
　　　　　 にはリンパ液が満たされており、液体の形状の変化
　　　　　 が神経を通って脳に伝わり、頭の位置や動き、また
　　　　　 重力の方向を感じ取る。

外耳道
鼓膜

耳子骨 蝸牛

耳管

外耳 中耳 内耳

正しい耳かきのしかた
耳あかは自浄作用で自然に耳の穴

から外へと排出されるため、 耳かき

の頻度は週1回程度で充分です。

周りの皮膚に触れないように、 引き

抜きながら耳あかをかき出します。

やりすぎると耳あかをどんどん奥に

押し込んでしまうので注意が必要です。

　耳の健康のために、日常の環境を少し見直して
みましょう。耳栓や防音マットを使ったり、でき
るだけボリュームを下げたりなどのちょっとした
工夫が大切です。水の流れや鳥や虫の声のような
自然の音を聞いてみるのもオススメです。
　また、めまい・耳鳴りが頻繁におきたり、人の
話を何度も聞き返したり、家族からテレビのボリ
ュームが大きくなったといわれたりする方は、
放置せず、耳鼻科に相談しましょう。

参考…http://www.kenko-joho.jp/

の健康について
考えよう耳耳
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　ハクビ京都きもの学院笠懸教室です。阿左

美駅前に開校して１年になります。

　最近、きものを楽しむ若い人をよく目にす

るようになりました。日本の民族衣装として、

日常的にきものを着るという事を大切にした

いと思っておりますので、それはとても嬉し

いことです。

・日本人女性が本来持っている美に対する心の育成

・後世に継承と伝承

をモットーに日々お稽古しております。きもの

を着るということはＴＰＯも大切ですが、周

囲の方に失礼がないように楽しめるといいで

すね。そんなマナーもお教えしております。

　堅苦しいものではなく、きもので散策、き

ものショー、国際交流、ボランティア活動等

を通して、きものの仲間を増やしていけたらと

思っております。

　今年は、１１月１５日に「ギネスに挑戦」と

いうことで、各１０００人の着付師とモデル

で世界一への挑戦をするイベントもあります。

今から楽しみです。

　他にも高崎、前橋、太田など各地で教室を

開いております。まずは、体験から始めてみ

ませんか。

お問合せをお待ちしております。

【お問合せ・お申し込みは】

ハクビ京都きもの学院　笠懸教室

横山　双葉

Tel０１２０-９５３-２６４

Fax０２７-３２５-２６８４

ハクビきもの学院
笠懸教室

ハクビきもの学院
笠懸教室

ハクビきもの学院
笠懸教室

“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

「認知症について」の講座を開催しました
笠懸町２区にて

平成 26 年２月２３日 ( 日 )、笠懸町２区公民館にて

認知症についての健康講座を開催しました。

当院介護支援専門員の金井さんを講師としたこの講座

では、認知症を正しく理解し、認知症のある人やその

家族を支えるためのポイントを寸劇などで具体的な例

を交えながら、わかりやすく紹介しました。

→認知症の方の気持ちや

メカニズムについて解説

←逆じゃんけんで認知症

の方の気持ちを体験



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。

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？

－3－

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？

【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。

病院職場見学会病院職場見学会

　栄養科では、同グループであるニューサン

ピア株式会社より和洋中それぞれの調理長を招

き、患者サービスの向上を目指した新しい取り

組みを始めました。

　昨年末から打合せを繰り返し行い、エネルギ

ー、塩分、栄養バランス等の制約の多い病院食

と、一般の方が対象であるレストランがどのよ

うにかわっていくか試行錯誤中の取り組みです。

　まず、２月から３ヶ月間を和食の調理指導、

５月から３ヶ月を洋食の調理指導とし週１回の

ペースで開始されました。指導日には、献立に

ついての具体的なアドバイスを頂き、また以前

からあった「天ぷらが硬い」等の意見に対して

のアドバイスも頂き、衣を薄力粉から天ぷら粉

に変更し、衣の溶き方も変更しました。その結

果、現状を確認するために行なった食事アンケ

ートのご意見の中には「今回の天ぷらは美味し

かった」との声もあり、わずかですが変化が見

られています。

　まだ始まったばかりの取り組みですが、現在の

メニューの見直しを行ないながら、新しいメニ

ューとしてお寿司、茶碗蒸しの提供も検討して

おります。これから指導回数を重ね、「病院食

なのに、見た目もきれいで、味もいいよ」と

言って頂けるような食事提供を目指し職員一丸

となり取り組んでいきたいと思います。

を行なっています

入院食改善プロジェクト入院食改善プロジェクト入院食改善プロジェクト

before

before

after

献立に彩りが加わり、衣も
さくさくになりました！

after

お刺身の切り方を工夫し、
煮物の人参で色味もプラス

しています。栄養科　係長　柿沼　幸子



－1－ －4－

＊感染管理＊ナース通信ナース通信

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

あな
たと

健康レシ
ピ

あな
たと

健康レシ
ピ ＊フルーツのロールケーキ＊
・卵　１個
・砂糖　大さじ１
・サラダ油　大さじ１/2 
・ホットケーキミックス　５０ｇ
・食紅　少々

感染管理認定看護師　大山　昌子

感染管理認定看護師の大山です。

私の仕事は、病院に入院している患者様、職員、病院を訪れるすべての人たちを感染症から守ることです。

１２月～３月の冬の時期には、感染性胃腸炎 (ノロウイルス )やインフルエンザが毎年流行します。病院

内でこのような感染症を広げないために、ポスターを作り来院者に注意を呼びかけたり、病棟を定期的に

ラウンドし、手指衛生やマスクをきちんと着けているかなど確認し、出来ていないところはその場で指導

しています。

ウイルスや細菌は目に見えません。手洗い、うがい、マスクを着けるなど日ごろの予防策が感染防止に繋

がります。院内の全ての人が日ごろからの予防策ができるように、日々の活動を行なっています。

感染管理認定看護師の大山です。

私の仕事は、病院に入院している患者様、職員、病院を訪れるすべての人たちを感染症から守ることです。

１２月～３月の冬の時期には、感染性胃腸炎 (ノロウイルス )やインフルエンザが毎年流行します。病院

内でこのような感染症を広げないために、ポスターを作り来院者に注意を呼びかけたり、病棟を定期的に

ラウンドし、手指衛生やマスクをきちんと着けているかなど確認し、出来ていないところはその場で指導

しています。

ウイルスや細菌は目に見えません。手洗い、うがい、マスクを着けるなど日ごろの予防策が感染防止に繋

がります。院内の全ての人が日ごろからの予防策ができるように、日々の活動を行なっています。

ス
ポ
ン
ジ
生
地

・生クリーム　５０ｍｌ
・砂糖　　　大さじ２
・プレーンヨーグルト１５０ｇ
・コアントロー少々
・お好みのフルーツ

ク
リ
ー
ム

下準備

材　

料

(

１
台
分)

ヨーグルトをペーパータオルに包み 100ｇ
になるまで水切りする。オーブントースター
の天板にオーブンペーパーをひく。

１. ボールに卵をほぐし、砂糖を加えて軽く泡立て、サラダ油、ホットケーキミックス、食紅
　 を加えよく混ぜる。天板に流しオーブントースターで３～４分焼く。
２. 生クリームに砂糖を加え泡立てる。泡立て器ですくった時、角が立ってもすぐ曲がるくらい
　 の固さまで泡立て、ヨーグルトとコアントローを加え混ぜる。
３. スポンジ生地を 2.5 ㎝幅の短冊状に切り、クリームを少し取り分け、残りをスポンジ生地に
　 ぬる。くるくると巻いて縦の渦巻きロール形にし、冷蔵庫に入れてなじませる。
４. お好みのフルーツを切り、３を器にのせる。取り分けたクリームをかけ、フルーツを飾り
　 つけて出来上がり。

＊感染経路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　《食品からの感染》　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●感染した人が調理などをして汚染された食品を食べる
　●ウィルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝などを食べる

　《人からの感染》　　　　　　　　
　●患者の糞便や嘔吐物が直接皮膚に触れたり、飛沫を吸い
　　込んだりすることによる二次感染
　　　　　　　　　　　

＊症状
　《潜伏期間》
　感染から発症まで２４～４８時間

　《主な症状》
　吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱が１～２日続く
　(感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような
　症状のこともある )

●トイレに行った後
●調理する前
●料理の盛りつけ前
●汚れの残りやすいところを丁寧に
●指先、指の間、爪の間
●親指の周り、手首

ノロウィルスによる食中毒予防のポイント
ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は一年を通して発生しますが、特に冬季に流行します。

手洗いは食中毒予防の基本となります。今回は手洗いの手順をご紹介します。
手洗いの前に、【爪は短く切ってあるか】【時計や指輪をはずしているか】をチェックしましょう！

正しい手洗いの手順１３項目

　１. ひじから下を水で濡らす。

　２. 手洗い石鹸をつけて

　３. よくあわ立てる

　４. 手のひらと甲（5 回程度）

　５. 指の間、付け根（5 回程度）

　６. 親指洗い（5 回程度）

　７. 指先（５回程度）

　８. 手首（5 回程度）腕、肘まで洗う。　

　９. 水で十分にすすぐ

１０. ペーパータオルで拭く、タオルは共有しない

１１. 蛇口栓にペーパータオルをかぶせて栓を閉める

１２. アルコールを噴霧する。　水が残っていると効果減

１３. 手指にすり込む（５回）

きれいに洗って美味しく食べましょう！

洗うタイミング洗うタイミング

３月３日は耳の日

＊耳のしごと・しくみ

＊どこまでが耳なの？

＊耳の健康のためにできること

　耳は外界の危険を察知したり、言語を学習して
他者とコミュニケーションを取ったりします。
　また、聴覚や平衡感覚を司っている重要な感
覚器官のため、障害を受けると音が聞こえ難くな
ったり真っ直ぐ立てなくなったりしてしまいます。

　耳は目に見えている部分だけではなく、耳の奥に
収容されている音の受容器官全体も「耳」です。
耳は外耳と中耳と内耳の３つから構成されており、
それぞれが大事な役割を持っています。

＊外耳…音を集めて方向を判断し、中耳に音を伝える。鼓膜
　　　　　 までの外耳道は粘液を出して異物の進入を防ぎ、耳
　　　　　 あかとして自然に排出する。

＊中耳…外耳からの音は鼓膜を振動させ、中耳にある 3つの
　　　　　 耳小骨に伝える。

＊内耳…耳小骨からの振動を電気信号に変えて神経を通り、
　　　　　 脳に伝え、実際に音を感じる。内耳にある三半規管
　　　　　 にはリンパ液が満たされており、液体の形状の変化
　　　　　 が神経を通って脳に伝わり、頭の位置や動き、また
　　　　　 重力の方向を感じ取る。

外耳道
鼓膜

耳子骨 蝸牛

耳管

外耳 中耳 内耳

正しい耳かきのしかた
耳あかは自浄作用で自然に耳の穴

から外へと排出されるため、 耳かき

の頻度は週1回程度で充分です。

周りの皮膚に触れないように、 引き

抜きながら耳あかをかき出します。

やりすぎると耳あかをどんどん奥に

押し込んでしまうので注意が必要です。

　耳の健康のために、日常の環境を少し見直して
みましょう。耳栓や防音マットを使ったり、でき
るだけボリュームを下げたりなどのちょっとした
工夫が大切です。水の流れや鳥や虫の声のような
自然の音を聞いてみるのもオススメです。
　また、めまい・耳鳴りが頻繁におきたり、人の
話を何度も聞き返したり、家族からテレビのボリ
ュームが大きくなったといわれたりする方は、
放置せず、耳鼻科に相談しましょう。

参考…http://www.kenko-joho.jp/

の健康について
考えよう耳耳



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。

●北病棟２階が療養病床になります
●耳の健康について考えよう

●ナース通信　感染管理

●外来担当医師一覧表

●あなたと地域通信
　ハクビ着物学院　笠懸教室  様

●「認知症について」の講座を開催しました

●入院食改善プロジェクトを
　行なっています
●多職種合同  病院職場見学会を
　開催します！
●あなたと栄養指導
　ノロウィルスによる食中毒予防のポイント

●あなたと健康レシピ
　フルーツのロールケーキ

- 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　3月～
1日(土)　　5日(水)　　9日(日）　　14日(金)　　18日(火)　　21日（金祝）　　26日(水)　　29日(土)

【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3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

３月１日 ( 土 ) より、介護療養型医療施設だった北病棟２階

が医療型療養病床 (４４床 ) として使用開始となります。

老朽化していた病棟も、壁紙や床の張替えを行ない、明るく

気持ちの良い療養環境となりました。

また、地下１階、１階については引き続き緩和ケア病棟の

工事を行なっており、北病棟２階の出入口は、中央病棟２階

通路側からのみとなります。

患者様・ご家族様には大変ご不便とご迷惑をおかけ致します

が、予めご了承いただけますようよろしくお願い致します。

あんどゆー　２０１４年　3月号あんどゆー　２０１４年　3月号

北病棟２階が療養病床になります北病棟２階が療養病床になります

旧北病棟外観

３月１日現在の
北病棟です。

少しずつ外観が
見えてきました！
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