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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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地域の乳腺・甲状腺疾患診療に貢献を
外科　小田原　宏樹　医師

当院外科医師インタビュー当院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 駒井太一 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）

中村真理 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 甲賀達也
（腎臓） （腎臓） （消化器） （消化器）

青木隆 秋山仁
（消化器） （糖尿・甲状腺）

駒井・中村・甲賀
（交替）

高橋仁
小田原宏樹
第1・2・3・5

時庭英彰　第4

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 明海大医師 後藤英之 後藤英之 後藤英之 後藤英之 後藤英之
1:30～ 4:30 明海大医師 後藤英之 後藤英之 後藤英之 後藤英之
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・小林さつき

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 1:00～4:00

松尾弥枝
第1・3・5

駒井太一 宮芳紀 竹内宏明

1:30～4:00 1:00～3:30 8：30～11：30 12:30～3:30

柿崎暁 第2・4

8:30～11:30

廣川朋之
消化器内科 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～ 2:30 栗原秀行

佐野潔 第2・4・5

磯武信 第1・3

心臓血管外科 加藤全功
血管外科 第1・3・5

井貝仁 第2

1:30～4:30

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。

大澤松香
眼科

2:00～ 4:30 高木麻栄

呼吸器内科

佐野潔
池ノ谷清

1:30～ 3:30

森昌朋
月１

1:30～3:30

久田剛志
8:30～11:30

蜂巣克昌
1:30～3:00

矢冨正清
1:30～3:00

植木嘉衛
櫻井則之

秋山　仁

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。

肝臓内科 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
内科

1:00～ 4:30

腎臓内科 1:00～ 3:30

循環器内科

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

非常勤医師

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27年4月6日現在
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　昨年、「入退院センター」を開設し、早 8 か月が過ぎようとしています。
皆様方におかれましては、日頃から格別のご指導、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
　入退院センターでは、前方、後方連携の充実を図る為、スタッフが各々の役割を果たしつつ、連携を推進し
ております。看護科長が入院や転棟などのベッドコントロール業務を担い、看護師が入院予約患者様の入院歴
や病歴などを聴取したり、入院に対しての説明をさせて頂き、入院前から患者様に接することで不安や疑問を
払拭し、安心して入院出来るようにお手伝いをさせて頂いております。また、医療相談員が入院時から早期社
会復帰や在宅退院に向けて、看護師らと情報を共有し、積極的に患者様・ご家族に対しお困りなことやご要望
にお応えしております。介護保険についてのご説明や申請、退院後の問題点や施設の紹介、経済的な問題等、
高齢社会の現状を踏まえ、ご家族の方と共に考え、地域との連携も含め、お手伝いさせて頂いております。そ
して医療連携担当者は、近隣の開業医の先生方や施設の方々からのご紹介や受診のご希望をお受けする窓口と
して、日々努力しております。また、「顔の見える」連携を目指し、ご挨拶に伺わさせて頂いております。大
変お忙しい中、対応してくださる皆様に改めて感謝申し上げます。そして、総合案内では、外来患者様および
利用者様へのご案内、お手伝いやご意見なども伺わせて頂いております。
　このように「入退院センター」は、東邦病院に受診、入院して下さる皆様に、安心して安全に入院生活を過
ごして頂けるようにお手伝いをする部門です。多職種で協力し、入院前から退院までサポートしております。
皆様に「東邦病院で良かった」と感じていただけるよう、日々心がけ業務を行っております。
　まだまだ皆様のご要望に添えない事もあるかと存じますが、入退院センター職員一丸となり、地域の皆様方
の信頼を得られるよう日々努力して参る所存でありますので、今後もご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げ
ます。　

入退院センター　科長　岡本　世津子　

連携担当＆総合案内担当

医療相談員

看　護　師

入退院センターからご挨拶

内頁に、新入職医師のご紹介、事務長からのご挨拶、受託検査・栄養指導のご案内について掲載しております。



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 27 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。

T E L :0277-76-1027
FAX :0277-76-1028

月～金　9：00～18：15     土  9：00～12：30

○

○

○

○

予約可能日が
変更になりました！

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

○

第1.3.5

地域医療連携室（直通）

予約受付時間

○

土日も予約
可能です！

-新入職医師のご紹介--新入職医師のご紹介-
平成27年４月より当院で診察をさせていただく医師です平成27年４月より当院で診察をさせていただく医師です

駒井　太一

担当：循環器内科

こまい　　たいち

甲賀　達也

担当：消化器内科

こうが　　たつや

櫻井　則之

担当：腎臓内科

さくらい　のりゆき

中村　真理

担当：循環器内科

なかむら　　まり

下記の医師は平成２7年３月３１日をもって当院を退職いたしました。

安藤　雅泰医師、月田　真由子医師、小板橋　佑輔医師、南部　俊之医師　

　この度、4月 1日付で事務長職を拝命しました川緑です。

私は、入職以来 30年余り当院で医療事務の仕事に従事してまいりました。

入職当時を思い起こしますと、既に社会保障制度の機能維持が難しくなり

始めた頃で、医療費削減・患者負担増の流れにより、病院を取り巻く環境

も次第に厳しくなり始めていました。未だ病診連携という言葉もなく、多

くの病院が自己完結型の運営を行っていた時代でしたが、その後相次ぐ医

療法の改正や診療報酬改定による政策誘導が行われ、医療の機能分化が進み、

地域医療連携を行わない病院は皆無となりました。

 昨年からは病床機能報告制度が始まり、今後の自院の医療機能の方向性を示した上で自主的な取

り組みが求められていますが、その先にある地域医療構想では、推計される医療需要により医療機能

の必要量が決められ、医療機関相互の協議により機能分化・連携を推進するとされています。

 この流れの中で地域の患者様、連携先医療機関様、当院の三者がＷｉｎ-Ｗｉｎ-Ｗｉｎの関係と

なれる連携を目指し、微力ながらも貢献出来ればと思っております。

　今後とも御指導御鞭撻の程宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新事務長より就任のご挨拶

事務長　川緑　康夫


