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基本方針

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

【昨日を反省し 今日を考え 明日に備える】病院理念 

計画停電実施期間中は診療時間が変更となる場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)

細沼賢一 椎名啓介 細沼賢一 井上敏恵 関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器) (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 竹内宏明 廣川朋之
(循環器) (循環器) (消化器) (循環器) (消化器)

吉田弘明 松本孝之 坂本龍彦 青木隆 秋山仁
(腎臓） (腎臓） (腎臓） (消化器) (糖尿・甲状腺)

青木隆 矢冨正清 柿下広文
(消化器) (呼吸器) (糖尿・甲状腺)

針谷･小林(交替)

細沼･廣川

井上･椎名(交替)

森島巌 高橋仁
群大医師 群大医師
佐野潔 佐野潔 佐野潔 佐野潔 群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 群大医師 池ノ谷清 桑原敬史 第3

群大医師
2:30 ～ 5:00 群大医師
9:00 ～ 12:00
2:30 ～ 5:30 渡邉直文

皮膚科 9:00 ～ 11:30 群大医師 群大医師
9:00 ～ 12:00 高木麻栄 手術 大澤松香 高木麻栄 手術 高木麻栄
4:00 ～ 6:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄 大澤松香(1:00～3:30)

9:00 ～ 12:00 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明 宮入貴昭
2:30 ～ 5:30 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明

骨･軟部腫瘍 9:00 ～ 11:30 渡邊秀臣

循環器 1:00 ～ 5:00 関上豪一(1:30～4:00） 竹内宏明
呼吸器 2:00 ～ 4:00 山下均 矢冨正清 解良恭一

秋山仁 秋山仁 秋山仁
清水弘行第4(2:00～5:00) 川田敏夫第1

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・大石裕子

肝臓 2:00 ～ 4:00 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

フットケア 2:00 ～ 4:00
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 2:00 ～ 3:00 群大医師

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。

植木嘉衛

　平成23年11月1日現在一般外来

専門外来

9:00

1:30

腹膜透析

糖尿･甲状腺

脳神経外科

5:00

～

～

～

～

12:00

5:00

4:00

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。

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

2:00

1:30腎臓

整形外科
9:00 12:00～

常澤伸幸9:00 12:00～

内科
(当日)

高橋仁 常澤伸幸 森島巌外科

12:009:00 ～

診療時間

～9:00 12:00内科

青木隆椎名啓介 廣川朋之 竹内宏明

～二次救急当番日　11月～
4日(金)　　8日(火)　　12日(土）　　16日(水）　　20日(日)　　24日(木)　　28日(月)

小林さつき・吉田弘明

井上敏恵

桑原敬史

宮入貴昭
宮入貴昭

※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。

※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

本橋玲奈

廣川朋之

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)診療時間

月1回(2:00～5:00)森昌朋

リウマチ

高橋仁第2･4

群大医師第4

池ノ谷清

小林さつき

…１１月より変更

　明けましておめでとうございます。新年を迎

え、皆様にはお変わりなくご健勝のこととお慶

び申し上げます。

　昨年は春の大震災、原発の事故、これらによ

る計画停電、ガソリン不足などにより日本中が

苦しみを味わった一年間でした。その中で、日

本人の強さや優しさ、人と人とが助け合う絆の

大切さを強く感じさせられました。

　東邦病院でも、一部病棟の漏水、停電による診療の停止などの混乱がありましたが、お蔭様で

大きな医療事故もなく経過いたしました。病院の管理者として、ご協力いただいた患者様、当院

を支えてくれた諸先生方、職員一同に深く感謝いたします。

　今年は、昨年暮れに着工された急性期病棟の建て替え工事が本格的になります。透析施設を含

めた腎センターの拡大、急性期病床及び手術室の改修、充実を目的にしております。昨年中にＣ

Ｔの交換を終え、今春、早々にＭＲＩの交換予定となっております。これらの工事期間中は、患

者様、近隣の諸先生方には多大なご迷惑をお掛けすることになりますが、より良い医療を提供す

るために何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

　今年も私ども東邦病院は、より高度な医療、安心と信頼の医療を目指し努力して参ります。

　最後になりましたが、今年が皆様にとって良い年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

新年のご挨拶 院長　佐野　潔

新年明けましておめでとうございます。
近年、地域連携パスに代表される地域完結型・地域循環型医療の重要性が叫ばれております。
私たち地域医療連携室もこの流れの中で、当院の特徴を最大限に発揮し、地域医療に貢献で
きるよう、微力ながら日々努力を重ねていきたいと考えています。以前からテーマとして掲
げている「顔の見える連携」を基本とし、本年も積極的な訪問活動を行い、地域の皆様との
コミュニケーションを図っていきたいと考えております。当院に対してのご意見やお気づき
の点などがございましたら、連携室スタッフまでお申し付けください。地域の皆様との交流
を通じて、私たち地域医療連携室も一歩づつ成長して行きたいと思います。本年もどうぞ宜
しくお願い致します。

地域医療連携室より～新年のご挨拶～

＊広報誌の掲載内容についてのご意見・ご感想などもお待ちしております。宜しくお願い致します。

《予約受付時間》

　月～金　午前 9：00 ～午後 6：15

土　　　午前 9：00 ～午後 12：30

東邦病院　地域医療連携室

　　　　　　直通ＴＥＬ　0277-76-1027　　

　　　　　　直通ＦＡＸ　0277-76-1028

＊できる限り患者様のご希望に沿えるよう予約調整を行いますので、ご予約の際は事前に連携室までご連絡ください。

《予約受付時間》月～金　午前９：００～午後　６：１５

　　　　　　　　土　　　午前９：００～午後１２：３０直通ＴＥＬ　０２７７-７６-１０２７　直通ＦＡＸ　０２７７-７６-１０２８

東邦病院　地域医療連携室
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激動の時であればこそ、

原点に立ち返る。
理事長　駒井　實

計画停電実施期間中は診療時間が変更となる場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)

細沼賢一 椎名啓介 細沼賢一 井上敏恵 関上豪一 秋山仁
(消化器) (消化器) (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 竹内宏明 廣川朋之
(循環器) (循環器) (消化器) (循環器) (消化器)

吉田弘明 松本孝之 坂本龍彦 青木隆 秋山仁
(腎臓） (腎臓） (腎臓） (消化器) (糖尿・甲状腺)

青木隆 矢冨正清 柿下広文
(消化器) (呼吸器) (糖尿・甲状腺)

針谷･小林(交替)

細沼･廣川

井上･椎名(交替)

森島巌 高橋仁
群大医師 群大医師
佐野潔 佐野潔 佐野潔 佐野潔 群大医師第1･5

池ノ谷清 桑原敬史 群大医師 池ノ谷清 桑原敬史 第3

群大医師
2:30 ～ 5:00 群大医師
9:00 ～ 12:00
2:30 ～ 5:30 渡邉直文

皮膚科 9:00 ～ 11:30 群大医師 群大医師
9:00 ～ 12:00 高木麻栄 手術 大澤松香 高木麻栄 手術 高木麻栄
4:00 ～ 6:00 高木麻栄(予約) 高木麻栄 大澤松香(1:00～3:30)

9:00 ～ 12:00 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明 宮入貴昭
2:30 ～ 5:30 宮入貴昭･後藤英之 吉川秀明 宮入貴昭 宮入貴昭･吉川秀明

骨･軟部腫瘍 9:00 ～ 11:30 渡邊秀臣

循環器 1:00 ～ 5:00 関上豪一(1:30～4:00） 竹内宏明
呼吸器 2:00 ～ 4:00 山下均 矢冨正清 解良恭一

秋山仁 秋山仁 秋山仁
清水弘行第4(2:00～5:00) 川田敏夫第1

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・大石裕子

肝臓 2:00 ～ 4:00 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

フットケア 2:00 ～ 4:00
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 2:00 ～ 3:00 群大医師

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。

植木嘉衛

　平成24年1月1日現在一般外来

専門外来

9:00

1:30

腹膜透析

糖尿･甲状腺

脳神経外科

5:00

～

～

～

～

12:00

5:00

4:00

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。

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

2:00

1:30腎臓

整形外科
9:00 12:00～

常澤伸幸9:00 12:00～

内科
(当日)

高橋仁 常澤伸幸 森島巌外科

12:009:00 ～

診療時間

～9:00 12:00内科

青木隆椎名啓介 廣川朋之 竹内宏明

～二次救急当番日　1月～
3日(火)　　7日(土)　　11日(水）　　15日(日）　　19日(木)　　23日(月)　　27日(金)　　31日(火)

小林さつき・吉田弘明

井上敏恵

桑原敬史

宮入貴昭
宮入貴昭

※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。

※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

本橋玲奈

廣川朋之

診療科 月 火 水 木 金 土(第2･4休診)診療時間

月1回(2:00～5:00)森昌朋

リウマチ

高橋仁第2･4

群大医師第4

基本方針

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

【昨日を反省し 今日を考え 明日に備える】病院理念 

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。

池ノ谷清

小林さつき

あんどゆーあんどゆー
2012 1月号2012 1月号

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

　２０１２年（平成２４年）、明けましておめでとうご

ざいます。

　東の空に雲の群れが茜色に燃えてきています。間も

なく太陽が光を飛び散らして踊り出てくるでしょう。

　一方、病棟のナースセンターではナースコールの音

が止んだかと思うとまた少し遅れて別のナースコール

がチャイムのように鳴っています。そして心電図モニ

ターのアラームもそれに重なって呼び続けています。

また遠くから救急車のサイレンの音が少しずつ近づい

てきています。今夜はこれで何台目でしょうか。夜中

の間、走り回っている看護師達・・・・。一夜が明け

てもなおそのまま多忙を極める昼間の勤務につかなけ

ればならない当直医たち････。この光景はいつもと変

わらない病棟の一コマであります。

　それぞれの職域で笑顔と優しさを絶やすことなく励

んでおられる仲間のみなさん、「一年間ありがとうござ

いました。ご苦労様でした。」

　さて、この一年を振り返りますと東日本大震災をは

じめとして円高や株価の下落、はたまた欧州経済危機

などなどと、今年に持ち越された課題が山積しており

ます。その上増税論議が盛んに取りざたされています。

　一体、私たちの日本は世界の中でどうなっていくの

か見当もつきません。今まさにすべてに昏迷を深める

一年がスタートしました。

　しかし何が起ころうとも絆に結ばれている人の尊厳、

命の尊さが変わろうはずはありません。どのような時

でも絶対に軸足をぶらすことはできません。私たちは

いろいろな荒波にさらされながら３５年間東邦病院を

守り続けてきました。

　激動の時であればこそ、原点に立ち返ってその使命

を果たしていく覚悟　　。そんな今年がスタートしま

した。

　外はすっかり明るくなり朝の太陽がキラキラと輝い

ています。朝になりました。

　朝が来たから太陽がキラキラと顔を出したのではな

く太陽が輝いたから朝を迎えたのです。私は、仲間の

皆さんはもとよりこの一文を読んでくださった方々が

朝の太陽のようでありますことを願いつつ、年頭のご

挨拶と致します。

01…院長挨拶・第２回リターンナースセミナー開催のお知らせ
02…新しい年を迎えて～看護部抱負～・介護リーダー交流会
03…新しい年を迎えて～診療協力部・事務部抱負～・ナース通信②
04…栄養指導「甘いものを食べ過ぎたりお酒を飲みすぎたりしてい
　 　ませんか」・栄養レシピ「七草粥」
05…東邦病院外来担当医師一覧
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