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新 年 の ご あ い さ つ

独立行政法人地域医療機能推進機構　
群馬中央病院

院  長　　田代　雅彦

あけましておめでとうございます。

昨年も大変お世話になりました。医療を取り巻くきびしい環境の割に昨年は順調に経過することがで

きたと思っています。そんな中、昨年は内視鏡の機器の充実を図ることができました。また本年の１月

には、検査機器の一新も行いました。少しずつになりますが、医療の進歩に合わせて、新しい機能を備

えていかないといけないと思っています。

ところでご存知の方も多いと思いますが、2025 に向けて公的病院はプランを立てることが求められて

います。当院のプランではもちろん現在自信を持っている部門、たとえば整形でしたら膝、脊椎。外科

でしたら消化器など、産婦人科や小児科も科そのものがそんな部門かと思っています。それらの機能を

継続することは当たり前と思っています。それ以外では、ＪＣＨＯのミッションにあわせて地域包括ケ

アを考えることが求められています。これも 2025 プランに盛り込みました。

当院には健康管理センター、急性期病棟、地域包括ケア病棟、老健があり、４月からは市から地域包

括支援センターを受託することとなりました。予防から、在宅までより幅広い活動ができるようになる

と考えています。もちろん、地域の包括ケアのすべてを行うことなどはできるわけはなく、当院ででき

ることで、地域包括ケアシステムをうまく調整することをめざすといった方がよいかと思っています。

簡単に言えば切れ目のない連携、そんな機能を持った病院をめざそうということです。行政や医師会の

先生方といっしょにやっていくことは当たり前で、当院をうまく使っていただくような形になればいい

と思っています。

今年はどんな年になるのでしょうか。2025 での計画はまだまだ頭の中で考えている段階に近いのです

が、少しずつ形になっていく１年になると思います。また心配な医療と介護の診療報酬の同時改定も待っ

ています。心配するときりがありません。まああまり先のことは考えず、必要とされることをしっかり

やり、皆様の期待に応えられるような１年になればと思います。

今年もよろしくお願い致します。
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新 年 の ご あ い さ つ

副院長兼地域医療連携センター長　　

内藤　浩

あけましておめでとうございます。

2018 年最初の連携だよりをお届けさせていただきます。

新年号の表紙は、連携センタースタッフによる干支のポーズで飾るのが恒例となっており、今年は戌

年にちなんで犬のまねをさせていただきました。

犬は、もっとも古くから人間と共生した動物だそうで、人間に忠実で、さまざまな場面で人間をサポー

トし、チームプレーをすることも得意です。複雑な人間関係の中に入って空気を和ませる知恵と能力も

持っています。時には人間をリードして困難を乗り切ることもあります。連携センターの仕事に通じる

ことが多いように思います。

今年は医療保険と介護保険が同時に改定されます。まだ詳細は出てきていませんが、「地域包括ケアシ

ステム」構築に向けて、より一層の地域連携と在宅医療の推進に重点をおいた改定になることは確実です。

地域における当院の役割は、救急医療、高度医療は当然として、在宅医療のバックアップがより強く求

められるようになります。登録医の先生がたのご要望、地域のニーズをしっかり把握し、地域医療計画

等と合わせて当院の在り方を変化させてまいります。

その変化の一環として、4月に「地域包括支援センター」を開設いたします。介護・福祉の相談窓口

としてお気軽にご利用いただけるものにしていき、病院の機能と連携して介護予防や認知症対策にもつ

なげて参ります。当院の地域連携の幅がより広がり、連携センターの機能強化にもつながると思います。

当院は「独立行政法人地域医療機能推進機構」の一員で、その使命には「地域包括ケアの要」となる

ことと明記されています。これからの超高齢化社会を支えるために設立された独法であり、今後もその

理念に従って地域医療を支えて参ります。

本年もよろしくお願い申し上げます。
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JCHO群馬中央病院　外来診療担当医一覧表

【ご案内】
①医療機関等からの紹介状をお持ちの方は、できるだけ事前に予約して頂くようお願いします。
②一部の診療科については予約制、紹介型外来等を行っております。
　・予約制外来　　原則、午後は和漢診療科以外の診療科は予約制となっています。終日予約（神経内科、耳鼻咽喉科、歯科、禁煙外来）　
　・紹介型外来　　乳腺・甲状腺（月曜日の午前・午後）、耳鼻咽喉科（木曜日の午前）、脳神経外科（火曜日の午後）、緩和ケア（精神科）（火曜・木曜日の午後）、皮膚科（金曜日の午後）
③その他　　　　　整形外科は、月曜日と金曜日の初診受付については、紹介状持参患者のみとなっております。
　　　　　　　　　総合内科は、初診・紹介状持参患者のみとなっております。
　　　　　　　　　緩和ケア（精神科）は、他科からの紹介患者のみ外来診療を行っております。火曜日の午後　草野（毎週）　木曜日の午後　鈴木

平成30年1月1日現在受付時間：午前8時〜午前11時（耳鼻咽喉科のみ、午前10時30分までの受付）、休診：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29〜1/3）

診察・検査の予約お問い合わせは地域医療連携室へ

独立行政法人 地域医療機能推進機構

　群馬中央病院
〒371-0025 前橋市紅雲町１丁目７番地13号 TEL 027-221-8165 FAX 027-224-1415

TEL 027-223-1373 [直通]

FAX 027-223-1374 [直通]
群馬中央病院

N

17

17

17

50

診療科・曜日 月 火 水 木 金

内　科

総合内科
（初　診） 午前 齋藤 北原（陽）　原田 今井 北原（陽） 佐藤

一　般
（予　約）

午前 北原（陽） 北原（陽）　長谷川
田嶋（糖尿病）

今井
田嶋（糖尿病）

午後 今井（循環器）
田嶋（糖尿病） 北原（陽）（循環器） 今井（糖尿病） 北原（陽）（循環器）

田嶋（糖尿病）
循環器内科
（予　約）

午前 羽鳥 羽鳥　大山 須賀 大山　須賀
午後 須賀 大山 羽鳥

呼吸器（予約） 午後 北原（信） 蜂巣 山口 解良 解良

和漢診療科
午前 小暮　山本（佳） 小暮　原田 小暮 小暮　山本（佳） 小暮
午後 小暮 小暮（リウマチ） 小暮

神経内科（予　約）
午前 大沢 大沢
午後 金子 大沢 柴田

消化器内科

肝臓 午前（予約） 堀内 湯浅
ESD・内視鏡 午前 岸 岸

一般
午前 山田（大腸予約）　堀内 田原 林 湯浅　林（予約） 大舘

午後（予約） 大舘 田原 岡村

糖尿病センター（予約）
午前 根岸 根岸 根岸
午後 土岐（内分泌） 根岸

小児科

一般
午前 田代　河野 田代　須永 河野　田中 田代　水野　須永 田中　須永

午後（予約） 田中（専門） 橋本（専門）（1・3・5）
春日（専門）（2・4） 橋本（専門）（2・4）

小児外科 山本（英）

神経発達
（予　約）

午前 須永 須永
午後 須永 須永 須永 須永　鈴木（1・3・5）

アレルギー
（予　約）

午前 水野
午後 水野 水野 水野

循環器（予約） 午後 田代（田中） 田代　田中
腎　臓（予約） 午後 小笠原 吉澤
発達フォロー（予約） 午後 河野 河野 河野
乳児健診（予約） 午後 春日　平形
予防注射（予約） 午後 橋本　佐藤

外　科

一般・
消化器

午前 内藤　深澤
田部

調（肝・胆・膵）【紹介のみ】
谷　山本（英）　佐野

斎藤　田部
小峯

内藤　深澤
小峯　福地

谷　斎藤
佐野

午後（予約） 茂木（呼吸器）
長嶋（緩和ケア外科） 内藤（大腸）

乳腺・甲状腺
（紹　介）

午前 矢島【紹介のみ】
午後 藤井【紹介のみ】

整形外科
午前

寺内（膝）　堤（脊椎）
中川（脊椎） 中島（脊椎）

【紹介のみ】

寺内（膝）　堤（脊椎）
畑山（膝）　髙瀬

中川（脊椎）　畑山（膝）
髙瀬

堤（脊椎）　中川（脊椎）
中島（脊椎）

寺内（膝）　畑山（膝）
中島（脊椎）　髙瀬

【紹介のみ】

午後（予約） ※ 膝・脊椎の記載について… 整形外来は一般外来として診療を行っておりますが、紹介患者さまについてはほと
んどの方が専門的治療が必要な状態と考えられます。混乱を避けるために専門分野の記載をしております。 畑山（膝）（第1金曜日）

産婦人科
一　般

午前 伊藤　金井 伊藤（8：30〜10：00）
（森田） 太田　田口 伊藤（不妊不育）

太田 伊藤　安部

午後（予約） 太田（検査） 金井
手術

田口（産後）
安部（特殊）

伊藤（術前）
茂木（HSG） 太田（検査）

妊婦健診
午前 （荒川） 安部 伊藤 (茂木) 田口

午後（予約） 荒川 篠崎（ハイリスク） 荒川
眼　科 午前 前嶋 前嶋　花田 前嶋　花田 前嶋 前嶋

耳鼻咽喉科（予　約）
午前 内山　群大 内山 内山 内山【紹介のみ】 内山
午後 検査 内山（嚥下）　竹越 検査　塚田（第３週） 内山（嚥下）

麻酔科 午前 大川 川崎 富岡 髙橋 富岡

皮膚科
午前 群大（第１・３週） 田村

午後（予約） 群大
泌尿器科 午前 羽鳥
歯科（予　約） 午前・午後 平林 平林 平林 平林 平林

※詳細についてはホームページをご確認下さい。

受付時間

8：30～18：00
土・日・祝日は除く


