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東邦病院

地域医療連携室便り「窓」

【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
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～二次救急当番日　4月～
3日(木)　　7日(月)　　11日(金）　　15日(火)　　19日(土)　　23日（水）　　29日(火祝)

一般外来     …4月より変更になった部分です

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4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

　当院では年間約380名のがん患者様が来院し、平成

25年度には73名が入院後、死亡の転帰をとっています。

がん・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病の 4疾病は原

死因中約 33.6％で、そのうちがんは 26.6％を占め

ています。｢緩和ケアはがんと診断されたときから提

供されるアプローチである｣というWHOの定義の通り、

当院ではがんに対する積極的な治療と平行して、疼

痛コントロールといった緩和医療を受けている患者様

が入院しています。しかしその一方でがんの再発や

転移、全身状態の悪化により治癒を目標とした治療

の適応がなくなり、退院して自宅で過ごすといった

時間も持てないまま、終末期を迎えてしまう場合も

あります。そのような患者様やご家族に対して「闘病

を支えるケア」から、「最期まで患者様らしく過ごす

ことを支えるケア」を切れ目なく提供する必要性を

強く感じ、当院の緩和ケア病棟の設立に至りました。

　当院の緩和ケア病棟では、医師・看護師・ソーシ

ャルワーカー・薬剤師・理学療法士・作業療法士・

栄養士がひとつのチームとして、患者様の痛みなど

の身体的苦痛の緩和、心の負担のケアも行います。

また、愛する患者様のご病気と向き合うご家族のつ

らさへの支援も、チームの大切な役割であると考え

ます。

　患者様が最も自分らしくいられる場所、それはご

自宅であることは言うまでもありません。しかし

核家族化や高齢者世帯の増加などのさまざまな理

由により、がんを抱えた患者様がご自宅で過ごすこと

が困難な状況であることも決して少なくありません。

患者様やご家族にとって住み慣れた地域である桐生

・みどり市の、見慣れた景色に囲まれた当院の緩和

ケア病棟で、穏やかに過ごす時間のお手伝いができ

たらと願っております。

緩和ケア病棟オープン
新入職医師のご紹介 ・ 感染管理認定看護師（ICN）の活動紹介

受託検査 ・ 栄養指導について

緩和ケア病棟オープン
新入職医師のご紹介 ・ 感染管理認定看護師（ICN）の活動紹介

受託検査 ・ 栄養指導について



予約時間 結果

※その他栄養指導もご相談ください

即日

※他の入院日をご希望の場合はご相談ください

○

○

糖尿病

教育入院 10:30 ○

※当院で初めて交換する場合は紹介状が必要になります

※胃ろう造設のご相談も内科外来にて承っております（要予約）

胃ろう交換 11:30 ○ ○ ○ ○

腹部エコー 即日

○ ○ ○ ○胃内視鏡

大腸内視鏡

ＣＴ

ＭＲＩ

○

○

9：30～11：30

10：30
11：30

9:15
10：00
11：00

9:00

9：30～12：00

9：45～12：00

2～3日

○ ○ ○

○ ○

○○

予約内容 月 火 水 木 金 土

○ ○

○ ○ ○ ○

即日

即日

2～3日

2～3日

○

○ ○ ○

日

○

※他の曜日がご希望の場合はご相談ください

○ ○

心エコー

※検査画像はＣＤ・フィルムからお選びいただけます

糖尿病

栄養指導
9：30～15：00 ○ ○ ○ ○ 即日

第1.3.5

第1.3.5

み

第1.3.5

平成 26 年 4 月 1 日現在

当院では、各種検査のご依頼を承っております。（完全予約制です）

地域医療連携室が窓口となっており、電話・ＦＡＸどちらでもご予約いただけます。

なお原則として、ご依頼の検査のみを施行させて頂き、結果をご依頼元の先生へ

お渡しする形をとっております。

地域医療連携室（直通） T E L :0277 -76 -1027
FAX :0277 -76 -1028

予約受付時間 月～金　9 ： 00 ～ 18 ： 15     土  9 ： 00 ～ 12 ： 30

　感染は感染の原因となる微生物（＝感染源）がない限り起こりません。感染の原因となる微生物はヒトや

動物の体内、飲食物の中などさまざまなところに存在しています。健康な状態であれば、体内に微生物が入

っても感染は起こりません。しかし、医療施設や介護施設などは、高齢者やなんらかの疾患を抱えて免疫機

能が低下した人がほとんどです。免疫機能が低下していると、普段なら問題にならないような微生物によっ

て深刻な感染症が引き起こされる危険性があります。このようなことから、医療施設、介護施設、在宅ケアなど

すべての人々を感染から守るために感染管理活動を行っています。

ICN：INFECTION（感染） CONTROL（管理） NURSE（看護師）

　当院では、他職種（医師、薬剤師、検査技師）と連携し院内で

感染対策チームを結成しています。冬の時期にはインフルエン

ザや感染性胃腸炎（ノロウイルス）が流行のピークとなるため、

患者様や患者様家族、職員などがこれらの感染症に罹患しない

ように、罹患者が出たら感染を蔓延させない為にどのような対

策を行うのか、など感染対策チームが現場で実践・指導・教育

をしています。

　また、地域の医療施設とも連携し、当院の感染対策の現状を

評価をして頂いたり、他の病院の感染対策の現状の評価を行い、

連携施設双方がより良い感染対策が実践できるような取組みを

行っています。

　　　　　　　　　　　　　感染管理認定看護師　大山　昌子

○

○

○

○

予約可能日が
１日増えました！

結果が出るまでに

日数がかかる場合は

出来上がり次第

紹介元にお届け致します

受託検査 ・ 栄養指導

＊下記３名の医師は平成２６年３月３１日をもって当院を退職されました。

松本 俊一医師　　錦戸 彩加医師　　木下 雅人医師　

井上　敏恵
担当：消化器内科

いのうえ　　 　としえ

岡本　猛
担当：緩和ケア内科

おかもと　　 　たけし

小田原 宏樹
担当：外科

おだわら　　 　 ひろき

南部　俊之
担当：歯科口腔外科

なんぶ　　 　 　としゆき

小板橋 佑輔
担当：消化器内科

こいたばし　 ゆうすけ

安藤　雅泰
担当：腎臓内科・透析

あんどう　 まさやす

今年度入職となった医師６名をご紹介いたします。

勉強会の様子

平成２６年度新入職医師のご紹介

○

第1.3.5
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