
～二次救急当番日　5月～
1日(木)　　5日(月祝)　　9日(金）　　13日(火)　　17日(土)　　21日（水）　　25日(日)　　29日(木)

【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。

東
邦
だ
よ
り
３
８
９
号　

発
行
日…

平
成
２
６
年 

５
月
1
日　

発
行
元…

医
療
法
人
社
団
三
思
会　

東
邦
病
院　

〒
3
7
9-

2
3
1
1 

群
馬
県
み
ど
り
市
笠
懸
町
阿
左
美
1
1
5
5
番
地　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

0
2
7
7-

7
6-

6
3
1
1
（
代
）

健診のご案内

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 井上敏恵 関上豪一 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺） （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 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 小板橋佑輔
（腎臓） （腎臓） （消化器） （消化器）

青木隆 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺）

青木・細沼・廣川
・小板橋（交替）

高橋仁
小田原宏樹
第1・2・3・5

時庭英彰　第4

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

大澤松香第1・3・5

高木麻栄第2・4

大澤松香(再来予約)

特殊検査

8:30～11:30 南部俊之
南部俊之

後藤英之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之
1:30～ 4:30 後藤英之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之

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・針谷貴子

秋山仁 秋山仁
佐藤哲郎 川田敏夫 第1

1:30～3:30 1:30～4:30

松本俊一 山田聡子 第2～5

1:00～2:30 1:00～4:00

宮芳紀 関上豪一 竹内宏明
1:30～4:00 1:00～3:30 12:30～4:30

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～ 4:30 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。

高木麻栄

佐野潔
池ノ谷清

1:30～ 4:00

2:00～ 4:30 特殊検査 高木麻栄(再来予約)

矢冨正清
1:30～3:00

砂長則明
1:30～3:00

森昌朋
月１

1:30～3:30

久田剛志
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。

肝臓 1:30～ 3:30

リウマチ

植木嘉衛
小畑敬子

循環器

呼吸器

細沼賢一

手術

高橋洋樹
1:00～4:00

糖尿・甲状腺 1:00～ 4:30

腎臓 1:00～ 3:30

秋山　仁

大澤松香
眼科

歯科口腔外科

整形外科
8:30～11:30

8:30～11:30
外科

8:30～11:30

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

大澤松香

高木麻栄(再来予約)高木麻栄手術

森島巌
小田原宏樹

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成26年5月1日現在

内科 8:30～11:30

竹内宏明小板橋佑輔 井上敏恵

常澤伸幸

佐野潔
桑原敬史

森島巌常澤伸幸高橋仁

月田真祐子 青木隆
植木・坂本・松本(孝)

・吉田　（交替）
内科(当日) 8:30～11:30

あんどゆー　２０１４年　５月号

　当院では今年度も各種健康診断のお申込みを受付て

おります。それぞれのスケジュールについては右表を

ご参照ください。

　また、人間ドックと健康診査は年度中 ( 平成 27 年 2

月末まで )に重複して受診することができませんので

ご注意ください。

　　ご不明な点については、下記までお問い合わせく

ださい。

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。

みどり市　桐生市　太田市の方へ
国民健康保険日帰り人間ドック

みどり市

桐生市

太田市

Ｈ26.5.1 ～Ｈ27.2.28

Ｈ26.5.1 ～Ｈ26.12.27

Ｈ26.6.2 ～Ｈ27.2.28

健康診査 (新みどり健診・新わたらせ健診)

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

乳がん ( 甲状腺 ) 検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.7.4 ～Ｈ26.12.26

個別検診：胃がんリスク検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

大腸がん個別検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

肝炎ウイルス検診

桐生市 Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

- 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

毎年受診者の方々が増加傾向にありますので、

受診ご希望の方はお早めのご予約をお願いいたします！

市町村別健康診断スケジュール

東邦病院　健康増進・予防医学センター

℡0277（76）6303（直通）

●早期発見！健康診断でわかること
●ナース通信　手術室

●グループホーム部ＨＰが完成しました

●新人看護職員研修　修講式

●見学・就職説明会開催のお知らせ

●看護の日イベントを開催します！

ＴＯＰＩＣＳ

●外来担当医師一覧表

●あなたと栄養指導　青魚を食べよう！

●あなたと地域通信
　コーラス　ふれんず　様

●あなたと健康レシピ　鯵の南蛮漬け

●早期発見！健康診断でわかること
●ナース通信　手術室

●グループホーム部ＨＰが完成しました

●新人看護職員研修　修講式

●見学・就職説明会開催のお知らせ

●看護の日イベントを開催します！

ＴＯＰＩＣＳ

●外来担当医師一覧表

●あなたと栄養指導　青魚を食べよう！

●あなたと地域通信
　コーラス　ふれんず　様

●あなたと健康レシピ　鯵の南蛮漬け
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＊手術室＊ナース通信ナース通信

手術室　科長　細井　宣雄

手術室は、消化器外科・整形外科・眼科・口腔外科の手術を年間約 700件行っています。

その他にも手術で使用した器材や、各部署で使用した鋼製小物等の洗浄滅菌業務があり

ます。そこで今回は手術室での業務の一つ、縁の下の力持ち中材業務について紹介して

いきます。

まず、滅菌とは、すべての微生物を殺菌または除去する処理法であり、無菌とはすべて

の微生物が存在しないことであり無菌性を達成するためのプロセスであると定義されて

います。病棟で予備洗浄（パワークィック）された器材を密封容器に入れ中央材料室へ

運搬してきます。ウォッシャーディスインフェクターにより超音波洗浄を行いパックし

て高圧蒸気滅菌器で滅菌し、各病棟へ運搬していきます。

看護助手 2名を中心に行っている業務ですが手術室全員で協力して行っています。

材　

料

(

2
人
分)

栄養指導＆レシピ執筆 /栄養科　長谷川　紀恵

健康診断の目的とは身体の異常を早期に発見し、 早期の治療につなげることにあります。

今回は健康診断でわかる主な病気についてご説明します。

それぞれの値が正常な範囲に収まっているかに注目しましょう

昨年や一昨年の検査結果と比較し、 自分の体がどのような傾向にあるのかを確認することも大切です。

精密検査の指示があれば、 放置せずできるだけ早く受診しましょう。

血糖とは血液中ブドウ糖のこと。糖は通常は血液中でほぼ
一定量に保たれていますが、食後に一時的に高くなった際、
インスリンが分泌されて血糖を下げる働きをします。イン
スリンが不足すると、血糖が下がらずに糖尿病になります。

【主な病気】
糖尿病、インスリノーマ

血 糖

肝細胞の中でも酵素の分泌と吸収に関連した部分が多く存
在するため、アルコールや薬剤などが肝細胞を破壊したと
きや、結石、ガンなどで胆管が閉塞したときに値が増加し
ます。特にアルコールに敏感です。

【主な病気】アルコールによる肝臓
障害、肝臓や胆道の病気

γ-GTP

コレステロールは血管を強くしたり、ホルモンや酵素の材料
となるなど人体に無くてはならないものですが、多すぎれば
逆に動脈硬化の原因になるなど成人病との関係が深いといえ
ます。

【主な病気】高値→動脈硬化、糖尿病、
甲状腺機能低下症、ネフローゼ
低値→肝硬変、甲状腺機能亢進症

総コレステロール

血糖皮下脂肪として蓄えられている大部分が中性脂肪で、
多くなりすぎるとコレステロールに並ぶ動脈硬化性疾患の危
険因子となります。

【主な病気】家族性高リポ蛋白血症、
クッシング病、甲状腺機能低下症、
糖尿病、肥満、アルコール性肝障害

中性脂肪 

コレステロールには、肝臓からからだの各細胞にコレステロール
を運ぶLDL（悪玉）と、余分なコレステロールを肝臓に戻すHDL
（善玉）の2つのタイプがあります。動脈硬化の原因となるLDL
と動脈硬化を防ぐＨDLとのランスが大切です。

【主な病気】動脈硬化、高血圧、糖尿病、
高脂血症、心筋梗塞、脳血栓症HDLコレステロール 

肝臓の異常に反応する酵素です。GOT は心筋、肝臓、骨格筋、
腎臓などに多く存在し、これらの臓器に異常が起こるとGOT
にもすぐに異変が現れます。GPT は肝細胞の変性や壊死に敏
感に反応し、肝臓・胆道系の病気の診断に欠かせません。 

【主な病気】急性肝炎、慢性肝炎、
アルコール性肝炎、脂肪肝、肝硬変、
肝ガン、劇症肝炎、心筋梗塞

GOT･GPT 

ＣＨＥＣＫ！

参考サイト…http://www.hep-hirakata.com/

健康診断でわかること健康診断でわかること健康診断でわかること
早期発見！早期発見！早期発見！

１.南蛮酢を作る…小鍋でＡをひとつ煮立ちさせ、冷めたら玉ねぎ、人参を加える。

２.鯵を揚げる…①あじに塩、胡椒各少量をふって小麦粉少量をまぶし、余分な粉を払う。

　　　　　　　　②フライパンに揚げ油を１ｃｍくらい入れて 170℃に熱し、鯵をカリッと揚げる。

３.漬ける…鯵の油をきったら、冷ました南蛮酢に入れて、15 分以上漬ける。

●鯵（三枚におろしにしたもの）…２尾分
●酢…大さじ 4　●水…大さじ 4　●砂糖…大さじ 4
●油…大さじ 1/2　●塩…小さじ 1/2　●唐辛子…1/2　
●玉ねぎ…1/4 個　●人参…1/4 個　●塩・胡椒・小麦粉・揚げ油

あなたと
健康レシピ
あなたと
健康レシピ 鯵の南蛮漬け鯵の南蛮漬け

を食べよう！

魚に含まれる栄養素には、良質のたんぱく質やビタミン、

ミネラルなどがありますが青魚には多価不飽和脂肪酸のひとつである、

ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）やＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）が多く含まれます。

これらは、血液中の中性脂肪やコレステロールの低下、血圧のコントロール、

血液の粘度を低下させることで血液を固まりにくくし、血液のサラサラしてくれます。

血栓を防ぐ働きもあります。

青魚青魚青魚
さば、いわし、さんま、あじ、ぶり　etc…
　　　　　　　　　　　　　青魚に秘められたパワーとは！？

ＤＨＡは、脳の働きを活性化し、記憶力の向上や認知症の予防に

ＥＰＡはアレルギー症状の予防や改善、免疫の強化などもあげられます。

ＤＨＡやＥＰＡは体内で作られないため、食品で摂るしかありません。

しかし、これらは酸化しやすく、酸化すると成分も変化して効果が減ったりと

マイナスになってしまいます。

その為には、新鮮な物を選び、新鮮なうちに食べることが大切です。

下記で青魚を使ったレシピをご紹介しています！

ぜひ作ってみてくださいね！

あなたと栄
養指導

青魚を
美味しく食べよう！
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　私たちのグループ名はコーラスふれんずと言います。 みどり市笠懸公民館で毎週火曜日の

午後、 金谷佐江子先生のご指導により練習しております。

やさしくそして時にはきびしくという先生のご指導により、 平成２３年５月にグループ結成から

今に至っております。

　現在は５名と少ない会員ではありますが、 みどり市の合唱祭や医療福祉関係の施設訪問

を行ない、 明るく楽しく歌っております。

　私も歌ってみようかしら？と思う方は、 声をかけてみてください。 お待ちしております。

コーラス　ふれんず　部長　山田　悦子

Ｔｅｌ　76-7298

あ
な
た
と

地域通信
あ
な
た
と

地域通信
あ
な
た
と

地域通信

コーラス　ふれんずコーラス　ふれんずコーラス　ふれんず

ＱＲコードからも
アクセスできます→http://www.sanshikai-hanadokei.com/URL

が完成しました！

当院グループホーム部のホームページが開設されました。各ホームの

紹介ページや、施設紹介動画、職員がホームでの日々をつづるスタッフ

日記、介護に関する質問にお答えする質問コーナーなど、もりだくさんの

内容です。ぜひ、一度ご覧ください！！

グループホーム部ホームページグループホーム部ホームページ
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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、旧厚生省により毎年５月１２日が看護の日として制定され

ています。

当院でも、患者様や地域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、外来・病棟それぞれで患者様へプレゼントやケアの

提供などを行います。ぜひお気軽にご参加ください♪

 平成25年4月に一歩を踏み出した新人看護師達が、一年間かけて行われた研修を終え、この3月

15日に無事に修講式を迎えることが出来ました。今年初の試みで修講式を行う事となり、一年頑張

った新人看護師達にコサージュを送りました。

平成25年度 新人看護職員研修修講式

５月１２日に看護の日イベントを開催します！

一人前の看護師として

がんばります！！一人前の看護師として

がんばります！！

　毎年試行錯誤しながら新人看護職員研修プログラムを考え、

看護部長や看護副部長をはじめ、業務が忙しいなか看護主任達

に協力してもらい研修を行ってきたため、コサージュを作りな

がら一年はあっという間だなぁと感慨深いものがありました。

修講式を終え、少し誇らしく、たくましく育った？看護師達が

新人を卒業し、これからどんな風に成長していくのかを見守っ

ていきたいと思います。

プリセプターシップ委員会　委員長　萩原　千春

看護部の

活 動
看護部の

活 動

見学・就職説明会開催のお知らせ

見学・就職説明会開催のお知らせ
平成26年度

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。

当院人事課（76-6311）までお気軽にご連絡ください
→ｗｅｂでもお申込みいただけます！

お申し込み

※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。

６/21，７/5，7/19，８/2（全日程土曜開催・昼食付）



－1－ －4－

＊手術室＊ナース通信ナース通信

手術室　科長　細井　宣雄

手術室は、消化器外科・整形外科・眼科・口腔外科の手術を年間約 700件行っています。

その他にも手術で使用した器材や、各部署で使用した鋼製小物等の洗浄滅菌業務があり

ます。そこで今回は手術室での業務の一つ、縁の下の力持ち中材業務について紹介して

いきます。

まず、滅菌とは、すべての微生物を殺菌または除去する処理法であり、無菌とはすべて

の微生物が存在しないことであり無菌性を達成するためのプロセスであると定義されて

います。病棟で予備洗浄（パワークィック）された器材を密封容器に入れ中央材料室へ

運搬してきます。ウォッシャーディスインフェクターにより超音波洗浄を行いパックし

て高圧蒸気滅菌器で滅菌し、各病棟へ運搬していきます。

看護助手 2名を中心に行っている業務ですが手術室全員で協力して行っています。

材　

料

(

2
人
分)

栄養指導＆レシピ執筆 /栄養科　長谷川　紀恵

健康診断の目的とは身体の異常を早期に発見し、 早期の治療につなげることにあります。

今回は健康診断でわかる主な病気についてご説明します。

それぞれの値が正常な範囲に収まっているかに注目しましょう

昨年や一昨年の検査結果と比較し、 自分の体がどのような傾向にあるのかを確認することも大切です。

精密検査の指示があれば、 放置せずできるだけ早く受診しましょう。

血糖とは血液中ブドウ糖のこと。糖は通常は血液中でほぼ
一定量に保たれていますが、食後に一時的に高くなった際、
インスリンが分泌されて血糖を下げる働きをします。イン
スリンが不足すると、血糖が下がらずに糖尿病になります。

【主な病気】
糖尿病、インスリノーマ

血 糖

肝細胞の中でも酵素の分泌と吸収に関連した部分が多く存
在するため、アルコールや薬剤などが肝細胞を破壊したと
きや、結石、ガンなどで胆管が閉塞したときに値が増加し
ます。特にアルコールに敏感です。

【主な病気】アルコールによる肝臓
障害、肝臓や胆道の病気

γ-GTP

コレステロールは血管を強くしたり、ホルモンや酵素の材料
となるなど人体に無くてはならないものですが、多すぎれば
逆に動脈硬化の原因になるなど成人病との関係が深いといえ
ます。

【主な病気】高値→動脈硬化、糖尿病、
甲状腺機能低下症、ネフローゼ
低値→肝硬変、甲状腺機能亢進症

総コレステロール

血糖皮下脂肪として蓄えられている大部分が中性脂肪で、
多くなりすぎるとコレステロールに並ぶ動脈硬化性疾患の危
険因子となります。

【主な病気】家族性高リポ蛋白血症、
クッシング病、甲状腺機能低下症、
糖尿病、肥満、アルコール性肝障害

中性脂肪 

コレステロールには、肝臓からからだの各細胞にコレステロール
を運ぶLDL（悪玉）と、余分なコレステロールを肝臓に戻すHDL
（善玉）の2つのタイプがあります。動脈硬化の原因となるLDL
と動脈硬化を防ぐＨDLとのランスが大切です。

【主な病気】動脈硬化、高血圧、糖尿病、
高脂血症、心筋梗塞、脳血栓症HDLコレステロール 

肝臓の異常に反応する酵素です。GOT は心筋、肝臓、骨格筋、
腎臓などに多く存在し、これらの臓器に異常が起こるとGOT
にもすぐに異変が現れます。GPT は肝細胞の変性や壊死に敏
感に反応し、肝臓・胆道系の病気の診断に欠かせません。 

【主な病気】急性肝炎、慢性肝炎、
アルコール性肝炎、脂肪肝、肝硬変、
肝ガン、劇症肝炎、心筋梗塞

GOT･GPT 

ＣＨＥＣＫ！

参考サイト…http://www.hep-hirakata.com/

健康診断でわかること健康診断でわかること健康診断でわかること
早期発見！早期発見！早期発見！

１.南蛮酢を作る…小鍋でＡをひとつ煮立ちさせ、冷めたら玉ねぎ、人参を加える。

２.鯵を揚げる…①あじに塩、胡椒各少量をふって小麦粉少量をまぶし、余分な粉を払う。

　　　　　　　　②フライパンに揚げ油を１ｃｍくらい入れて 170℃に熱し、鯵をカリッと揚げる。

３.漬ける…鯵の油をきったら、冷ました南蛮酢に入れて、15 分以上漬ける。

●鯵（三枚におろしにしたもの）…２尾分
●酢…大さじ 4　●水…大さじ 4　●砂糖…大さじ 4
●油…大さじ 1/2　●塩…小さじ 1/2　●唐辛子…1/2　
●玉ねぎ…1/4 個　●人参…1/4 個　●塩・胡椒・小麦粉・揚げ油

あなたと
健康レシピ
あなたと
健康レシピ 鯵の南蛮漬け鯵の南蛮漬け

を食べよう！

魚に含まれる栄養素には、良質のたんぱく質やビタミン、

ミネラルなどがありますが青魚には多価不飽和脂肪酸のひとつである、

ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）やＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）が多く含まれます。

これらは、血液中の中性脂肪やコレステロールの低下、血圧のコントロール、

血液の粘度を低下させることで血液を固まりにくくし、血液のサラサラしてくれます。

血栓を防ぐ働きもあります。

青魚青魚青魚
さば、いわし、さんま、あじ、ぶり　etc…
　　　　　　　　　　　　　青魚に秘められたパワーとは！？

ＤＨＡは、脳の働きを活性化し、記憶力の向上や認知症の予防に

ＥＰＡはアレルギー症状の予防や改善、免疫の強化などもあげられます。

ＤＨＡやＥＰＡは体内で作られないため、食品で摂るしかありません。

しかし、これらは酸化しやすく、酸化すると成分も変化して効果が減ったりと

マイナスになってしまいます。

その為には、新鮮な物を選び、新鮮なうちに食べることが大切です。

下記で青魚を使ったレシピをご紹介しています！

ぜひ作ってみてくださいね！

あなたと栄
養指導

青魚を
美味しく食べよう！



～二次救急当番日　5月～
1日(木)　　5日(月祝)　　9日(金）　　13日(火)　　17日(土)　　21日（水）　　25日(日)　　29日(木)

【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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健診のご案内

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 井上敏恵 関上豪一 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺） （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 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 小板橋佑輔
（腎臓） （腎臓） （消化器） （消化器）

青木隆 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺）

青木・細沼・廣川
・小板橋（交替）

高橋仁
小田原宏樹
第1・2・3・5

時庭英彰　第4

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

大澤松香第1・3・5

高木麻栄第2・4

大澤松香(再来予約)

特殊検査

8:30～11:30 南部俊之
南部俊之

後藤英之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之
1:30～ 4:30 後藤英之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之 後藤英之・南部俊之

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・針谷貴子

秋山仁 秋山仁
佐藤哲郎 川田敏夫 第1

1:30～3:30 1:30～4:30

松本俊一 山田聡子 第2～5

1:00～2:30 1:00～4:00

宮芳紀 関上豪一 竹内宏明
1:30～4:00 1:00～3:30 12:30～4:30

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～ 4:30 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。

高木麻栄

佐野潔
池ノ谷清

1:30～ 4:00

2:00～ 4:30 特殊検査 高木麻栄(再来予約)

矢冨正清
1:30～3:00

砂長則明
1:30～3:00

森昌朋
月１

1:30～3:30

久田剛志
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。

肝臓 1:30～ 3:30

リウマチ

植木嘉衛
小畑敬子

循環器

呼吸器

細沼賢一

手術

高橋洋樹
1:00～4:00

糖尿・甲状腺 1:00～ 4:30

腎臓 1:00～ 3:30

秋山　仁

大澤松香
眼科

歯科口腔外科

整形外科
8:30～11:30

8:30～11:30
外科

8:30～11:30

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

大澤松香

高木麻栄(再来予約)高木麻栄手術

森島巌
小田原宏樹

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成26年5月1日現在

内科 8:30～11:30

竹内宏明小板橋佑輔 井上敏恵

常澤伸幸

佐野潔
桑原敬史

森島巌常澤伸幸高橋仁

月田真祐子 青木隆
植木・坂本・松本(孝)

・吉田　（交替）
内科(当日) 8:30～11:30

あんどゆー　２０１４年　５月号

　当院では今年度も各種健康診断のお申込みを受付て

おります。それぞれのスケジュールについては右表を

ご参照ください。

　また、人間ドックと健康診査は年度中 ( 平成 27 年 2

月末まで )に重複して受診することができませんので

ご注意ください。

　　ご不明な点については、下記までお問い合わせく

ださい。

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。

みどり市　桐生市　太田市の方へ
国民健康保険日帰り人間ドック

みどり市

桐生市

太田市

Ｈ26.5.1 ～Ｈ27.2.28

Ｈ26.5.1 ～Ｈ26.12.27

Ｈ26.6.2 ～Ｈ27.2.28

健康診査 (新みどり健診・新わたらせ健診)

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

乳がん ( 甲状腺 ) 検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.7.4 ～Ｈ26.12.26

個別検診：胃がんリスク検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

大腸がん個別検診

みどり市

桐生市
Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

肝炎ウイルス検診

桐生市 Ｈ26.6.2 ～Ｈ26.10.31

- 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

毎年受診者の方々が増加傾向にありますので、

受診ご希望の方はお早めのご予約をお願いいたします！

市町村別健康診断スケジュール

東邦病院　健康増進・予防医学センター

℡0277（76）6303（直通）

●早期発見！健康診断でわかること
●ナース通信　手術室

●グループホーム部ＨＰが完成しました

●新人看護職員研修　修講式

●見学・就職説明会開催のお知らせ

●看護の日イベントを開催します！

ＴＯＰＩＣＳ
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●あなたと栄養指導　青魚を食べよう！
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　コーラス　ふれんず　様

●あなたと健康レシピ　鯵の南蛮漬け

●早期発見！健康診断でわかること
●ナース通信　手術室

●グループホーム部ＨＰが完成しました

●新人看護職員研修　修講式

●見学・就職説明会開催のお知らせ

●看護の日イベントを開催します！
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●あなたと栄養指導　青魚を食べよう！

●あなたと地域通信
　コーラス　ふれんず　様

●あなたと健康レシピ　鯵の南蛮漬け
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