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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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専門的診療科の集まる環境での手の外科診療
手の外科　栗原　秀行医師

当院整形外科医師インタビュー

 

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(外来) 高木麻栄(外来) 高木麻栄
高木麻栄第2・4 大澤松香(手術) 大澤松香(手術) 大澤松香
高木麻栄 高木麻栄(予約 ) 大澤松香 大澤松香

（予約・特殊外来） 大澤松香（予約・特殊外来） （予約・特殊外来） （予約・特殊外来）

8:30～11:30 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 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

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 安部聡子 第2～5
1:00～2:30 1:0 0～4: 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 水島和幸
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

心臓血管外科 8:30～11:30 加藤全功第1・3・5
加藤全功第1・3・5
桝田幹郎 第2・4

井貝仁 第2・4 桝田幹郎 第2・4
1:30～4:30 8:30～11:30

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 12:30～1:30 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。

血管外科 8:30～11:30

眼科
2:00～ 4:30 高木麻栄

常澤伸幸

高木麻栄(予約 )

佐野潔
池ノ谷清

矢冨正清
1:30～3:00

砂長則明
1:30～3:00

植木嘉衛
小畑敬子

1:30～ 4: 00

呼吸器

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 細沼賢一

リウマチ

高橋洋樹
1:00～3:30

糖尿・甲状腺 1:00～ 4:30

腎臓 1:00～ 3:30

秋山　仁

循環器

小板橋佑輔 井上敏恵

歯科口腔外科

整形外科 8:30～11:30

8:30～11:30外科

8:30～11:30 大澤松香

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成26年12月1日現在

内科 8:30～11:30

内科(当日) 8:30～11:30

佐野潔
桑原敬史

森島巌常澤伸幸高橋仁森島巌
小田原宏樹

竹内宏明

池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

月田真祐子 青木隆
植木・坂本・松本(孝)
・吉田　（交替）

群大医師 第1・5
桑原敬史 第3

呼吸器外科



整形外科医師インタビュー

専門的診療科が集まる環境での

手の外科診療
【地域の先生方へメッセージ】

　いつも患者様をご紹介くださり、またこちらからの紹介患者様を快くお受けいただき、本当に
　有難うございます。先生方のご要望にお応えすることが難しい場合もありますが、これからも精
　一杯頑張って参りますので宜しくお願い申し上げます。

【プロフィール】
　昭和24年生まれ、東京都出身。昭和48年群馬大学医学部卒業、
　整形外科医局入局。利根中央病院、前橋赤十字病院、深谷赤十字
　病院、原町赤十字病院を経て昭和56年東邦病院入職。
　平成10年より現職。

【資格認定など】
　日本整形外科学会専門医・日本リウマチ学会専門医・日本リウマチ
　財団登録医

【医師を目指した理由】
　細かい手作業が好きで、究極の手作業が手術だと思った事と叔父
　が医師で子供の頃から憧れがあったから。

【地域の先生方へメッセージ】
　いつも患者様をご紹介いただき有難うございます。今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。

【プロフィール】
　昭和31年10月27日生まれ。東京都出身。昭和58年昭和大学医学部卒業。同年昭和大学藤ヶ丘
　病院整形外科入局。その後、各地の病院で研鑽を積み平成 13 年新邑楽病院（現おうら病院）
　院長を経て、平成21年東邦病院入職。
【資格認定など】
　日本整形外科学会専門医・日本医師会認定産業医
　日本医師会認定健康スポーツドクター認定医・義肢装具適合判定医
【医師を目指した理由】
　小学生の頃、野口英世の伝記を読んだから。
【診察する上で大切にしていること】　思いやり
【やりがいを感じるとき】患者さんが元気に退院される時。
【座右の銘】勝って兜の緒を締めよ

整形外科【月・水・木】

【地域の先生方へメッセージ】
　いつも患者様をご紹介いただき有難うございます。知恵を絞り患者様の治療にあたらせて
　いただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

【プロフィール】
　昭和40年7月24日生まれ。桐生市出身。平成２年浜松医科大学卒業。群馬大学医学部附属病院
　整形外科入局。その後群馬大学医学部附属病院や前橋赤十字病院など県内多数の病院にて診療
　・手術の経験を積み、平成22年東邦病院入職となる。

【資格認定など】
　日本整形外科学会専門医・日本リウマチ学会専門医
【医師を目指した理由】
　人間など生物の体の仕組みに興味があったから。
【診察する上で大切にしていること】　ほかに考えられる原因はないのか考える
【やりがいを感じるとき】　患者さんにとって満足のいく結果が得られたとき
【座右の銘】　驕ることなかれ

整形外科【火・金・第3土】
整形外科【月・火・木・金】
リウマチ外来【第2・4・5木】

手の外科　栗原　秀行

　平成 22 年 7 月より、東邦病院の手の外科外来に勤務させていただいている栗原

です。私は昭和 56 年に群大整形外科へ入局し、以後 29 年間手の外科医をやって

参りました。一方私はリハビリ科の専門医、指導医でもあるため、本職としては

日高病院にリハビリ医として勤務しております。しかしかつて群大整形外科、特

に手の外科グループで育てられ仕事をして来たため、今でも魂はすっかり整形外科

医、手の外科医

のままと言えます。同門の先輩である佐野院長先生とのご縁で、東邦病院で手の外科をお任せ頂き深謝しております。手の

外科外来では、手や手首の痛み、しびれ、指の動きが悪いなどの患者さんを診療しています。現在 4 年目になりますが、年

間手術件数は 70 例前後です。手術の内容としては、腱鞘切開、手根管開放、母指対立再建術、腱移行術、関節形成術など多

岐に渡ります。手術を受けられた患者さんには、医師や医師のご家族、院内職員さんも多く、また患者さんが患者さんを呼

んで来る好循環もできているようです。

　院内そして院外からも御紹介をいただき、大変有り難く思いながら診療しております。と申しましても、私は非常勤で金

曜の午後しかおりませんので、時間的な制約が大きな壁ともなっています。実際には、本来得意だった手や肘の骨折等の、

ある程度緊急を要する場合は、時間の関係で私が手術をできないことも少なくなく、大変申し訳なく思っております。

　整形外科診療は、一般外傷をはじめとして、関節リウマチ、肩股膝関節外科、脊椎外科、手の外科、骨軟部腫瘍等の診療グルー

プに細分化され、それぞれが高い専門性を有しています。東邦病院の整形外科は、院長先生をはじめ 3 人の常勤の先生方が

外傷やリウマチ等に関して非常に高いレベルの診療をされております。ここに加えて、渡辺教授が骨軟部腫瘍、白倉教授が

リハビリ、私が手の外科、その他にも脊椎外科や膝関節外科等の専門の医師も非常勤勤務しており、近隣の医療機関でも類

を見ないレベルの診療体制が整っています。さらには若手医局員の先生方も診療に来られており、それが今後の病院全体の

発展に繋がって行くことを心より祈念致します。私もその中の一員として、地域の患者さまのため、そして東邦病院の発展

のために微力ながらお力になれればと思っています。

　様々な制約のある手の外科外来の診療ですが、日々支えてくださっている先生方を始めスタッフの皆様のお蔭で、素晴ら

しい環境の中で仕事をさせていただく喜びを噛み締めております。今後も地道にレベルアップを図りながら、丁寧な診療を

続けて参る所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

【診察する上で大切にしていること】
　一番は正確な診断をする事。治療においては、自分ならこういう風に治療してほしいと思う治療
　方法を進めています。

【やりがいを感じるとき】　手術を含めて治療が上手くいった時。

【座右の銘】　私は一外科系医師として「仏手仏心」を座右の銘にしています。


