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東邦病院
地域医療連携便り「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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緩和ケア特集緩和ケア特集
医師紹介と緩和ケア病棟、講演会

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 井上照基 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・甲状腺）

佐野宏和 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 小島沙里 青木隆 増田邦彦
（腎臓） （腎臓） （消化器） （消化器） （消化器）
秋山仁 青木隆 中村真理 秋山仁

（糖尿 紹介予約のみ） （消化器） （循環器） （糖尿・甲状腺）

中村・小島・増田
（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

8:30～10:45 群大医師 群大医師
2:00～ 3:30 群大医師

高木麻栄(予約)
山田教弘(手術)
大澤松香(手術)

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

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
植木嘉衛・小林さつき 櫻井則之

秋山仁
川田敏夫 第1
1:30～4:30

安部聡子 第2～5
1:00～4:00
飯島貴史

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

肝臓内科 1:30～ 3:30 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

第2
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
乳腺 1:30～ 3:30 高橋仁 第2・4

緩和ケア内科
（完全予約制）

13:30～17:00 桝田幹郎 桝田幹郎

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。

8:30～11:30

井上照基

非常勤医師高木麻栄(外来)

大澤松香(手術)

高木麻栄
大澤松香

針谷貴子
小畑敬子

青木隆
植木・坂本・松本(孝)

・吉田・櫻井　（交替）

常澤伸幸

大澤松香

呼吸器外科 1:30～ 4:30

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

増田邦彦小島沙里

佐野潔
桑原敬史

池ノ谷清
渡邊秀臣

佐野潔
池ノ谷清

(予約) 検査・
特殊外来

内科(当日) 8:30～11:30

整形外科 8:30～11:30

眼科
2:00～ 4:30

歯科口腔外科

外科

東邦病院　外来診療担当医師一覧表
平成28年12月1日現在

内科 8:30～11:30

群大医師 第1・5

桑原敬史 第3

大澤松香第1・3・5

高木麻栄第2・4
8:30～11:30

佐野潔
池ノ谷清

山田教弘(外来)

大澤松香(手術)

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。

腎臓内科

循環器内科

リウマチ

呼吸器内科

糖尿・甲状腺
内科

1:00～ 4:30
森昌朋

月１
1:30～3:30

久田剛志
8:30～11:30

高橋洋樹
1:00～3:30

秋山仁　

駒井太一 竹内宏明

1:30～ 3:30

矢冨正清
1:30～3:00

(予約) 検査・
特殊外来

高木麻栄

1:00～ 3:30

高木麻栄(外来)
大澤松香(処置)

松本俊一
1:00～2:30

火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

中村真理

秋山仁

蜂巣克昌
1:30～3:00

（交替）

（予約・特殊外来）
第1・3・5

（不整脈）

伊部崇史 

細沼賢一

皮膚科



緩和ケアへの想い
　平成 26 年 4 月に当院に緩和ケア病棟が開設し
て、今年で 3 年目を迎えることができました。「住
み慣れた地域で自分らしく穏やかに過ごせる場
所」をめざし、地域の医療機関の諸先生方のご理
解により、たくさんの患者様のご相談やご紹介を
いただいております。
　「最期は緩和ケア病棟で過ごしたい」と希望し
て入院される患者様だけでなく、「治療ができな
いなら仕方ない」「今まで診てもらっていた先生
の勧めだからいい場所なんだろう」と入院される
きっかけはさまざまです。どんな患者様も「緩和
ケアって何するところなんだろう」と不安を抱え
て入院してきますが、入院後は患者様・ご家族か
ら「もっと早く来ればよかった」との言葉をいた
だくことが多くあります。

　H28 年 9 月 24 日（土）に当院が当番世話人として、協和
発酵キリンとの共催にて第 34 回群馬緩和医療研究会を桐生大
学において開催しました。緩和ケアの初心者である当院らしく
「今さら聞けない緩和ケア～困難な事例を通して～」というテー
マのもと、当院の緩和ケア病棟を含む県内 3 施設の困難事例
についての検討会を行い、活発な意見交換を行いました。

　また後半は、さいたま赤十字病院の緩和ケア診療科部長である原　敬先生を特別講演の講師に招き
「がん治療と緩和ケアの接点」を主題に、がん患者さんの「体験」を理解することの大切さなどにつ
いてお話し頂きました。県内施設より多くのご参加を頂き、あらためて緩和ケアについての学びを深
められた 1 日となりました。

　緩和ケア病棟での患者様やご家族との出会いは何にも代えがたいものです。患者様からの言葉や態度か
らのメッセージの意味について、それが価値観や人生観につながるものとして大切だと感じています。残
された時間を自分自身と向き合い、それが患者様にとって意味ある出来事だったことに関わることは決し
て簡単なことではございません。
　これからも地域から必要とされる、患者様・ご家族から選ばれる緩和ケア病棟に成長できるよう努めて
いきたいと思います。
　今後ともご支援・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

緩和ケア病棟 3年目を迎えて

Dr’s introduction

緩和ケア病棟部長　桝田　幹郎 緩和ケア病棟看護科長　堀越清美

群馬緩和医療研究会を主催して 緩和ケア認定看護師　川島　麻美子

【プロフィール】
神奈川県横浜市出身。平成 8 年昭和大学医学部卒業。昭和大学藤が丘
病院にて 2 年間の外科系臨床研修を経て、平成 10 年　同院胸部心臓
血管外科へ入局。その後、18年、呼吸器外科・血管外科医として診療。
平成 26 年より、群馬県太田市の太田記念病院にて、外科医を続けなが
ら緩和ケアチームに参加して緩和ケア診療を開始。平成 28 年 4 月よ
り専攻を緩和ケアに絞り現職。

【医師を目指した理由】
高校 3 年で進路を決める際、脈略はないが、医者か弁護士かメーカー
の製品開発のどれかをやりたいと思った。しかし、当時文系科目が不
得意だった自分が司法試験に受かるはずもないと考え弁護士は断念。
製品開発は、メーカーに入社してもそこに配属されるとは限らず、不
確定要素が大きすぎると考え却下。父親が眼科勤務医であったため、
自分には医者の適性が無くはないだろうと考え、医学部への進学を決
断した。実際に医学部に入学できたのは、それから 2年後だった。

【診察するうえで大切にしていること】
どんなに医学が発達しても、いずれ衰弱して命が尽きるのは人間の宿命である。最期まで病気と徹底的
に戦うという生き様もあるだろうが、どこかの時点で、避けられない人間の宿命に身をゆだねる決意を
することもできる。病気を治すという意味で、現代医療の万策が尽きた後も、患者の人生は続く。いず
れ衰弱して命が尽きる人間の宿命を「しょうがないか、人間なんだから。」と受け入れることで心の安ら
かさを取り戻し、再度自分自身を見つめ、自身の生き方に満足はできなくてもせめて納得が得られるよう、
患者様の傍らに立ってそれを援助したい。

【やりがいを感じるとき】
緩和ケアでは、最期の時まで援助が続く。最期の時に、たとえ我々
に伝えることができなくても、患者様が自身の人生に納得が得ら
れ心安らかになれれば、我々が役に立てたと言えるだろう。そう
いう仕事なので、自分が患者様の役に立てたのか分からないこと
がほとんどだ。
日々、葛藤しながら患者様と向き合っている。

【好きな言葉・座右の銘】
潔く

【地域の先生へメッセージ】
まだまだ経験の浅い緩和ケア医ではありますが、患者様の苦しみ
が少しでも癒えるために我々は何ができるのか、スタッフ全員と
日々考えながら患者様と向き合っています。皆様方、地域の医療・
介護機関と協力して患者様のお役に立てれば幸いです。

緩和ケア病棟部長
桝田　幹郎


