
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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院長のコラム 

院長 伊平 慶三 
 

 

 

新年あけましておめでとうございます。本年が皆様方にとって最高の年とな

ることを心からお祈りいたします。さて昨年は１２月に入った途端に寒さが厳

しくなり、体調を崩す方も多くみられましたが皆様は健やかにお過ごしでしょ

うか？インフルエンザやノロウイルスの流行もこれからが本番ですので、うが

い、手洗いや十分な休養の確保を常にお心がけください。もし体調不良があり

ましたら早めの受診をお勧めします。 

 さて昨年は参議院の選挙が行われました。１８歳以上に選挙権が与えられて

の初めての国政選挙でした。本来は消費税の引き上げの是非が参院選の争点の

一つであったはずなのですが、この選挙の前に安倍政権は消費税引き上げの２

度目の延期を決定しました。この見送りは一見景気に対して良い影響があるよ

うに思えます。しかし２０１４年１１月に消費税の増税延期を決めた以後、日

本の経済は回復したでしょうか？また医療の側から見たらどうでしょうか？日

本の健康保険制度は他国と比べてもすぐれたものとされています。これはすべ

ての国民が同等の医療を受ける権利を有することが基本となっています。言い

換えれば医療を受ける側に差別はないということです。しかし少子高齢化によ

り、この保険制度を支えるバランスが崩れてきています。本来であれば今年度

増税された２％分は医療、福祉に充てられるべき財源となるはずでした。それ

が先送りされたことは、医療費増大に対する財政赤字の解消を先送りさせたこ

とになります。国民皆保険が維持できなくなり、医療の自由化が進めばどうな

るでしょうか？欧米のように個々人の受ける医療の質に差ができるようになり

ます。そうなる前に、これからも平等な医療を享受できる安定したシステムを

堅持してほしいものだと思います。 

 さて奥沢病院としては今年も良質な医療サービスを提供すべく、職員一同精

進を重ねていきます。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。今年は開院２０年を迎えますが、当初より目標とした地域

のための愛し、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。どうか今年も奥沢病院をよろしくお願いいたします。 

 

 

伊平(いだいら)慶三 

院長。内科部長。医学博士。日本内科学会認定医。日本アレルギー学会専門医。昭和大学

呼吸器内科兼任講師。 

呼吸器・アレルギー疾患を専門とする。 



トピックス 

クリスマスキャンドルサービス 
４階病棟看護補助者 野口 千里 

 

 奥沢病院では、毎年クリスマスの時期にキャンドルサービ

スを行っています。私は初めて参加し、南の島のクリスマス

のスピーチをしました。 

 私の故郷は、以前朝のドラマの舞台となった、沖縄の小浜島という離島です。 

中学生まで同級生は６人しかいませんでしたが、クリスマスには、公民館に保育園

児からおじいちゃん、おばあちゃんまで島中の人達が集まりました。そして皆で

歌ったり、お菓子を食べたり、サンタさんからプレゼントをもらったりと、とても

にぎやかなパーティーをしていました。 

 キャンドルサービスでは、皆でキャンドルを手に

患者様お一人お一人に手作りのメッセージカードを

お渡ししました。そしてご家族様と一緒にクリスマ

スソングを歌いながら、とても暖かい気持ちになり

ました。 

 キャンドルの灯のもとで、患者様の1日も早いご

回復を願いながら皆の心が一つになれるこの行事

を、これからも大切にしていきたいと思います。 

 

トピックス  
       

おせち料理の提供 
栄養科 稲垣 有香 

 

 奥沢病院では、元旦の昼食時に入院中の患

者様へおせち料理を提供しています。  

 一般食の方はもちろん、治療食を召し上

がっていただいている方や形態調整が必要な

方にも対応しています。 

今後も、入院中の患者様に喜んでいただけるお食事の提

供に、スタッフ一同、努めてまいります。 
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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・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 
  

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 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

山本 剛史 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4週目) 

鈴木 恵史 

(1,3週目) 

伊達 淳 

(2,4週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 福田 悠甫 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 ― ― ― ― ― ― ― 北島 真理子 ― ― ― 


