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新年のご挨拶

院長　安藤 元博

　皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えにな
られたこと、お慶び申し上げます。また、平素から当院
の医療・福祉活動にご協力・ご支援いただいております
こと心より感謝いたします。
　一昨年から本年初頭にかけ、身近な暮らしや健康を守
るという考えは、大きく変化しました。しかし、私ども
の「皆様方に奉仕する」という理念は決して変わること
はありません。
　そのためにも、さらなるご指導・ご鞭撻を切に望んで
います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



外来診療医師より新年のご挨拶新年のご挨拶

山東  医師外来：水曜午前

山辻  医師外来：月曜午後

李 医師外来：月曜午前

明けましておめでとうございます。コロナ禍によって、世の中が一変してしまいましたが、なんとか新年を迎える

ことができ、ホッとしています。私は安藤外科・整形外科医院に勤務してまだ短いですが、大きな病院と違って、科

に縛られず、様々な患者様との出会いがあり、こちらが教えて頂く機会も多い様に思います。これからも地域の皆

様の健康維持にお役に立てる様に頑張って参りますので、宜しくお願い致します。

種村    医師外来：土曜午前

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、希望に満ちた新春をお健やかにお迎えのことと

心からお慶び申し上げます。昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックにより健康や生命を脅かさ

れる事態となりました。特に医療現場への影響は甚大で感染者数が爆発的に増加し病床逼迫や医療従事者不足など

これまで表面化してこなかった医療機関の脆弱性が露見することとなりました。新たな年を迎え、医療の責任さや

重要さを自覚し決意も新たに全力を尽くしてまいる所存でございます。この 1年が皆様方にとりまして、穏やかで

平和なものとなりますことを心よりお祈り申し上げます。

二見  医師外来：火曜午後

殿山  医師外来：金曜午前 佐倉  医師外来：金曜午後

あけましておめでとうございます。今年はイボの治
療、認知症の診療 を中心に鋭意研鑽を積みたいと
思っております。その他どんな症状でもまず診させ
ていただけたらと思っておりますので、今年もどう
ぞよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
今年も皆様にとって健やかで実り多い年で有ります
よう祈念いたします。
今年こそ自然災害が無く安寧の一年でありたいもの
です。

えいいけんさん

ぜいじゃくせい

ひっぱく

新年あけましておめでとうございます。
皆様には健やかに新年をお迎えのことと心よりお慶
び申し上げます。感染対策・ワクチン接種推進・行
政や基幹病院との連携を十分に行い、皆様に安心し
て受診していただけるよう努めてまいります。今年
もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。地域の皆様に暖
かく支えて頂いて診療を続けています。専門医療の
提供だけでなく全人的に病を考えて治療に結びつ
け、今年も医療学を活かす診療で皆様の健康維持の
お役に立てれば望外の喜びです。皆様とご家族様の
ご健康、そしてご多幸をお祈り致します。

河合  医師外来：水曜午後

昨年は骨折でバタバタ、コロナでバタバタの一年で
したが、皆様のおかげでやっていくことができまし
た。今年はコロナワクチン3回目もあるとのことで
すし、またバタバタになりそうですが、今後もよろ
しくお願いいたします。

吉田  医師外来：木曜午前 /午後

新年あけましておめでとうございます。皆様には健
やかに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げ
ます。コロナ禍の中、これからも地域の健康な生活
を下支えして信頼される医療を提供してまいりま
す。どうぞ今年もあたたかいご支援とご助言を心よ
りお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。皆さまには、お健やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げ
ます。これからも信頼される医療を提供してまいる所存でございます。新型コロナウイルス感染症の終息を願う
とともに、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
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リハビリテーション室スタッフ 通所リハビリセンタースタッフ

少しでも患者様が心身ともに癒されるよう、
明るく元気に頑張ります︕まだまだ未熟です
が、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いします。

通所リハビリでは、
毎日楽しくサービスを提供しています。
これからも宜しくお願いします。
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地域連携室より提供内容のご案内
地域連携室より他医療機関への診療予約、検査予約、転院対応等を行っております。

有  床
診療所

　　　診断・予防接種等も実施しています。
（通院に困難な方を対象に、無料送迎サービスを行っております。）

　　　には病棟（一般病床 19床）があり、外来診療・他の医療機関からの転院も
可能です。在宅療養が困難な方のご相談も承っております。

介護介護

介護や支援を必要とする人を
サポート

在宅療養のサポート

生活援助・身体介護

利用者様の生活スタイルに
寄り添ったリハビリ

利用者様のニーズに
合わせた

サービスの提供

　　　の事でお困り事があれば
お気軽にご相談ください。
右記内容のご案内、サービス提供、
サポートが可能です。

利用者様・ご家族様のご要望に応
じた適切な介護サービスをご利用
いただくために、各専門分野にお
いて様々なご相談に応じます。

外  来
診  療

安藤外科・整形外科医院

かんだ

安藤外科・整形外科医院

あおき
安藤外科・整形外科医院

いしい安藤外科・整形外科医院

ふじた

安藤外科・整形外科医院

さいとう 安藤外科・整形外科医院

よこまち

安藤外科・整形外科医院

さかもと

リハビリテーション室スタッフ 通所リハビリセンタースタッフ
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基本理念 地域医療を通じ　信頼される医療と介護の懸け橋となり　社会への貢献に努めます

外科　整形外科　内科　皮膚科　肛門外科
リハビリテーション科　放射線科

診療科目

一般病床　19 床（内 個室 3部屋）

入院施設

安藤外科・整形外科医院
外来・入院・訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ

TEL 0725-22-5515 　 FAX 0725-22-5107

通所リハビリセンター
TEL 0725-22-7110 　 FAX 0725-22-7120

ケアプランセンターさつき通り
居宅介護支援事業所

TEL 0725-22-7014 　 FAX 0725-22-7015

ヘルパーステーションさつき通り
訪問介護

TEL 0725-22-7301 　 FAX 0725-22-7302

ナーシングホーム忠岡さつき通り
サービス付き高齢者向け住宅（全室個室 16部屋）

TEL 0725-22-8022 　 FAX 0725-22-8023

医療法人 医敬会グループのお問い合わせ先
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本館 安藤外科
　　　 整形外科医院
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町営福祉バス

「庁舎前」停留所

別館 

駐車場
23台完備

■ 電車でお越しの方　

　 南海本線「忠岡駅」下車  東へ徒歩約 5分

■ お車でお越しの方　

　 忠岡町役場 ( シビックセンター ) 南隣

　 敷地内駐車場有り（23台・無料）

■ バスでお越しの方　

　 町営福祉バス「庁舎前」停留所下車すぐ

本　館

1Ｆ

2Ｆ

3Ｆ

受付　外来・診察室
検査室　放射線科
リハビリテーション室
通所リハビリセンター1Ｆ

2Ｆ

3Ｆ
RＦ

別　館

通所リハビリセンター
（リハビリ・入浴・食事）

ケアプランセンター
さつき通り

ヘルパーステーション
さつき通り

屋上庭園 ナーシングホーム
忠岡さつき通り

病　棟
（一般病床 19 床）

会議室

診療担当医のお知らせ
受付時間 月  火 水 　 木   　 金      土

8：00～

12：00

16：00～

19：00

吉　田安　藤
　李

山　辻

安　藤
亀　田

安　藤
山　東

吉　田 さくら

殿　山 安　藤
種　村

河　合二　見 休　診

【 休 診 日 】　土曜日午後・日曜日・祝日


