
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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新年のご挨拶 

                                                               

院長 伊平 慶三      

 

新年あけましておめでとうございます。 

２０１６年が皆様にとって実り多い素晴らしい１年となりますように祈念い

たします。昨年は記録的な猛暑で、熱中症など体調を崩された方も多かったの

ではないでしょうか？そして年末から寒さも増してきており胃腸炎やインフル

エンザも流行の兆しを見せています。体調管理には十分にご留意ください。 

さて昨年の大きなニュースといえば7月16日に安全保障関連法案（安保法案）

が、衆院本会議で可決されたことではないでしょうか？これに反対する大規模

なデモも行われました。それでは多くの憲法学者が違憲だとする安保法案のど

こが問題なのでしょうか？最も問題となるのは歴代内閣が否定してきた集団的

自衛権の行使容認だと思われます。自国が攻め込まれた時の武力行使である個

別的自衛権は憲法でも認められています。しかし友好国や同盟国が攻められた

ときに武力を行使する集団的自衛権は戦争放棄を前提とする日本では違憲とさ

れてきました。しかし今回の法案解釈では存立危機事態すなわち「我が国と密

接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅

かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険

がある」時にかぎり、自国が攻められていなくても武力を行使することが可能

となるのです。そして本来は武力行使には当然事前の国会承認が必要なのです

が、この際に限っては事後の承認でもいいということです。そしてこの存立危

機事態の概念が曖昧であることから、日本が他国の戦争に巻き込まれる危険が

増すのではないかと危惧されています。自分たちの家族や子孫が戦争に巻き込

まれることを考えると他人ごとではなく皆が真剣に考えるべき問題だと思われ

ます。戦後７０年が経過し、実際の戦争を経験した方たちも徐々に減ってきて

います。戦争を知らない年代だからこそ、より一層貴重な平和の持続を願わざ

るを得ません。 

さて奥沢病院は今年も良質な医療サービスを提供すべく、職員一同努力して

まいります。また、地域への広報活動として定期的に市民公開講座を計画して

いきます。皆様もご興味のある講座がありましたら是非ご参加いただければと

思います。これからも我々は開院当初より目標とした地域のための愛される病

院作りを目指してますます努力し

ていきたいと思います。どうぞ今

年も奥沢病院をよろしくお願いい

たします。 

           

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3JvRW7SwXhWFT8AtFODTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15f1ke3ct/EXP=1450855314/**http%3A/image.search.yahoo.co.jp/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%2
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2.AwnhWSkgAAy0dOfx7/SIG=12vd8vhu0/EXP=1450841088/**http%3a/www.fancyparts.com/fancyparts/cg/hospital/hospital/hospital_102l.gif


各部署のコラム 
 

新年のご挨拶 
                  看護部長 片岡 恵子 

 

新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましてはつつがなく新しい年を 

お迎えのこととお慶び申し上げます。また、昨年も、ここ数年と同様に、さまざまな地域

におきまして異常気象や自然災害が発生した年でした。被害にあわれた方々には、心よ

りお見舞い申し上げます。 

さて、国全体としては、65歳以上高齢者の割合が2030年には30％を突破すると言わ

れ、いわゆる超高齢社会が世界の先頭を切って進んでいます。歴史に類を見ない状況と

なることが予想され、国のあり方が問われることとなり、地域医療構想ほか医療や介護

においても変革が急務となっています。高齢化が進む地域医療においては、入院治療や

リハビリおよび外来・在宅療養の支援まで総合的に健康長寿と安心をお届けしていくこ

とを責務と考えています。昨年度、看護部におきましても、「安全で患者様に満足してい

ただける看護を提供します。チーム医療の推進役となり、患者様の生活の質を高めま

す。」という目標のもと、その役割を適切に果たすことこそ、私たちが世の中に貢献でき

るすべてと考えています。本年も人材育成により一層力を入れ、患者さまや地域住民の

皆さまのご意見を真摯に受け止め、全職員が良質な医療を提供できるように努力してい

きますので、さらなるご指導、ご鞭漣をよろしくお願い申し上げまして、新年のご挨拶と

させていただきます。 

 

 

トピックス 
 

  
 

    クリスマスキャンドルサービス 

                            5階病棟 野口 花英   

 

キャンドルサービスは、ナイチンゲールが１本のろうそくを頼りに看護活動を続けた精神を受

け継ぎ始まったと言われています。 

奥沢病院でも毎年続けられ、昨年は１２月１８日に行いました。 

病棟の電気を消し、音楽が流れだし、看護スタッフに他部職員も加わり、キャンドルの暖かな

癒しの灯りを手にベッドサイドへ伺いました。そして、思いを込めたクリスマスカードを患者様

お一人お一人へ贈らせて頂きました。 

患者様や面会にみえていたご家族様も喜んで下さり、クリスマスの

素敵な時間を一緒に過ごす事ができました。患者様が笑顔になっ

て下さると私達もとても嬉しいです。 

キャンドルに皆様の１日も早いご回復を願いながら、温かいキャンド

ルサービスとなりました。 



  

 

 

  
月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

菅田 彰 
石井 翔 

(膠原病) 
伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

(呼吸器内科) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

(呼吸器内科) 

越智 明徳 

(循環器内科) 
伊平(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
辻田 裕昭 

(循環器内科) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

(呼吸器内科) 

― 
磯島 咲子 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

新村 京子 

(糖尿病) 
菅田(10:30～12:30) ― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(肝・胆・膵) 

小山 広人 

(肝・胆・膵)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(15日) 

神山 剛一 

(8,22,29日) 

鈴木 恵史 

(16,30日) 

伊達 淳 

(9,23日) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 白子 春菜 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 ― 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 ― ― ― ― ― ― ― 五味 由梨佳 ― ― ― 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページhttp://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・都立荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『1月』外来担当医表 


