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いつも笑顔で、思いやりを忘れず今年も走ります！　地域医療連携センタースタッフ一同
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新 年 の ご あ い さ つ

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。

２０１９年最初の連携だよりをお届けさせていただきます。

日本は、人類史上経験がないといわれる超高齢化社会に突入しつつあります。これを乗り越えるために、

「地域包括ケアシステム」構築などの基本方針をもとに、現場レベルで地域の実情にあったサービスを展

開していくことが何よりも大切です。

群馬中央病院が属するＪＣＨＯは、地域に求められる医療の提供を目的として設立された独立行政法

人であり、その使命には高度な医療を行うことに加え、地域包括ケアの推進をすることが明記されてい

ます。しかし、高度医療にしても、地域包括ケア推進にしても、病院単独でできることではありません。

登録医の先生方、介護・福祉施設の皆さん、行政・企業の方々、これらが緊密に連携し、あたかもひと

つの組織のように機能してはじめて地域の実情にあった医療・介護が提供できると考えております。

当院の昨年の活動を振り返りますと、この連携の要として新たな取り組みを続々と企画し、そして実

現することができました。具体的には「地域包括支援センター・中央西」の開設、「入退院センター」の

機能拡充に伴う入退院支援の強化、「地域包括ケアチーム」の立ち上げ、附属老健の超強化型への昇格等々

で、前方連携・後方連携ともに、より高度で機能的な地域連携システムの構築に貢献できたと自負して

おります。

本年度も引き続き「地域医療連携センター」から様々な情報発信や新たな企画の実行をして参ります。

地域に必要なこと、当院でやってほしいことなど、ご要望や企画がありましたら、遠慮なくお申し出く

ださい。皆様とともに、より良い地域づくりをして参りたいと存じます。
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新 年 の ご あ い さ つ

地域医療連携センター　副センター長

関塚　明子

新年あけましておめでとうございます。
昨年中は地域医療連携センターの活動にご支援いただきありがとうございます。
地域医療連携センターは、内容・人数ともに年々充実しており、現在は地域医療連携室　入退院センター
患者支援室　医療福祉相談室の４室で構成し、医師１名　看護師１０名　ＭＳＷ５名　事務員 8名の総
勢２４名で運営しております。地域の先生からの紹介を速やかに受け入れ、院内医師やコメディカル
スタッフと連携してスムーズに在宅療養へとお戻しできるよう、日々奮闘しております。
昨年度は地域包括ケアチームを立ち上げ、在宅療養を担っている先生方からの入院受け入れを強化し
ました。急性期だけでなく、地域包括ケア病棟や附属老健も含んだ受け入れ態勢を整えることで、在宅
医の先生方や訪問看護、介護や福祉施設の方々等との連携も強化し、頼っていただける病院を目指して
おります。今年度は、現在順調に稼働している糖尿病連携パスに続き、認知症連携パスや嚥下機能訓練
パス、肺炎パス等あたらしい仕組みを整え、地域と病院で患者さんを支えていけるよう考えております。
入退院センターの機能もより充実し、入院前から退院困難と思われる患者さんをリストアップし患者支援室や
医療福祉相談室と情報共有して患者さんに寄り添い、丁寧な対応で退院後の生活が送れるよう支援しています。
スタッフひとりひとりが、いつも笑顔を忘れず、迅速・丁寧をモットーに、皆様のお役に立てるよう邁
進してまいります。今後もより親しまれ、頼りにしていただけるような連携センターとなりますよう努力い
たしますので、引き続き、よろしくお願い致します。

～いつも笑顔で
　　　お待ちしています～

総合案内・
患者さん相談窓口
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JCHO群馬中央病院　外来診療担当医一覧表　☎ 027-221-8165

【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）
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。水曜日の午後　草野（毎週）

平成31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）、休診日：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
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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）　反町 今井 北原（陽） 佐藤

一般（予約）
午前 北原（陽） 北原（陽）

田嶋（糖尿病）
今井（循環器）
田嶋（糖尿病） 長谷川

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　吉田 大山　羽鳥 吉田 須賀 大山

午後 須賀 大山 羽鳥

呼 吸 器（予約） 午後 北原（信） 青木 解良 小池 土屋／武井

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 藤田 大沢

消化器内科

肝臓 午前（予約） 堀内 湯浅

ESD・内視鏡 午前 岸（予約） 岸（予約）

一般
午前 堀内 田原 湯浅

午後（予約） 大舘 田原（肝臓） 岡村

糖尿病センター（予約）
午前 根岸　須賀 根岸 根岸

午後 フットケア 根岸

小児科

一般
午前 田代　河野 田代　須永 河野　田代 田代　水野　須永 須永　浅見

午後（予約） 浅見（専門）
春日（神経・専門）

田代（専門）
橋本（専門）

橋本（専門）（2・4）
浅見（CG）

小児外科 山本（英）（午前） 山本（英）（午前） 山本（英）（午後）（2・4）

神経発達（予約）
午前 須永 須永 迫

午後 須永 須永 須永 須永

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 浅見

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（2・4） 河野（1・3・5）

乳児健診（予約） 午後 橋本　齊藤

予防注射（予約） 午後 春日　石北

外　科

一般・
消化器

午前 内藤　深澤
田部

調（肝・胆・膵）【紹介のみ】
福地　谷　佐野

斎藤　田部
小峯

内藤　福地
小峯　深澤

谷　斎藤
佐野

午後（予約） 茂木（呼吸器）
長嶋（緩和ケア外科） 岡村（消化器検査結果）

乳腺・甲状腺
（紹介）

午前 矢島

午後 藤井

整形外科
午前 寺内　堤　

中川　中島
寺内　畑山
中島　大島

中川　畑山
大島

堤　中川
中島

寺内　堤　
畑山　大島

午後（予約） 畑山（第1金曜日）

産婦人科
一　般

午前 伊藤　金井 内山
伊藤（8：30〜10：00） 太田　矢崎 伊藤（不妊不育）

太田 伊藤　安部

午後（予約） 太田（検査） 金井
手術 矢崎（産後） 伊藤（術前）

松本（HSG）
太田（検査）

安部

妊婦健診
午前 松本 安部 伊藤（10：00〜） 矢崎 岡庭

午後（予約） 松本 伊藤（13：00〜14：00） 篠崎（ハイリスク）

眼　科 午前 前嶋 前嶋　花田 前嶋 前嶋 前嶋

耳鼻咽喉科（予約）
午前 内山 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 石川（1・3）　龍﨑（2・4・5） 田村 龍﨑 龍﨑

午後（予約）

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

ホームページ http://gunma.jcho.go.jp/　フェイスブック https://www.facebook.com/gunmatyuoubyouin/


