
新 年 の ご あ い さ つ

あけましておめでとうございます。

連携だより新年号をお届けさせていただきます。
おかげさまで当院は順調に運営されており、今後も地域の中核病院として、急性期を中心に、

地域で必要とされる医療を提供してまいりたいと存じます。
さて、2020 年がはじまり、超高齢化社会がいよいよ本格的に到来します。地域医療構想等、病

院の枠を超えた医療改革も始まり、今後ダイナミックに医療・介護の現場は変わっていくと予想
されます。

私たちは、この変化に対応し、超高齢化社会を支えることを病院運営の大きな柱にしており、
これまでも病院の機能を強化、改革してまいりました。

地域医療連携センターは、まさにこの改革の中心に位置する部署です。
連携センターの使命は、登録医の先生からのご紹介、特に緊急のご紹介をいかに効率よくスムー

ズに受け入れるか、に尽きると思います。ご紹介いただいた患者さんに関しては全例データ化さ
れており、その中で特に受け入れに手間取ったり、結果的にお断りせざるを得なかった事例を検
証することで、当院に求められる役割、新たに身につけなくてはならない機能等を見つけ、病院
の改善につなげています。皮膚科などの新たな診療科の開設、地域包括ケアチームの設置など、
いわゆる後方連携の強化、入退院センターによる入退院支援の強化、地域包括ケア病棟や地域包
括支援センターの開設などが、その成果と考えます。

今後の取り組みとして、在宅医療とのさらに緊密な連携づくりを推進していかなくてはならな
いと考えています。連携センターを中心に、登録医の先生はもとより、行政・福祉機関、在宅に
関連するすべての人たちと情報を共有し、地域全体で、ちょっと古い言葉を使えば、one team で
超高齢化社会を支えていかなくてはと強く思っており、その覚悟を年頭のご挨拶とさせていただ
きます。

院長　兼地域医療連携センター長

　　内藤　浩
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新 年 の ご あ い さ つ

　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した。
　当センターは、JCHO のミッションであります地域包括ケアシステム構築のため、
地域の皆様との顔の見える関係作りに力を入れてまいりました。
　少子高齢化はますますスピードアップし、独居高齢者、老々世帯、認知症の方々の増加に加え、
身寄りのない方、どこにも連絡先がない方が増えています。このような方々の支援には、行政の
方や地域の方々との連携が必須となります。病院のスタッフも地域に出向き、地域の方も気軽に
病院に来られるような、病院と地域の敷居がない関係を構築していきたいと思います。また迅速
に療養支援に関われるよう体制を強化していきたいと思いますので、今後ともご支援、ご指導よ
ろしくお願い致します。

あけましておめでとうございます。
昨年 4 月に地域医療連携センター長補佐を拝命いたしました谷 賢実（たに まさちか）と申し

ます。連携だよりでは、はじめてのご挨拶をさせて頂きます。
 これまで、在宅や施設との後方連携強化を目的とした地域包括ケアチームの立ち上げ、地域

の多施設・多職種の連携を目指した摂食機能訓練や肺炎治療のためのクリニカルパス導入等に関
わって参りました。

当院の使命は地域医療機能推進であり、地域で求められる「専門性の高い医療の提供」と「地
域包括ケアの推進」が 2 本柱です。今年は、当院の弱点である救急医療についての診療体制を見
直し、「地域医療の要」として皆様の期待に添えるよう尽力して参ります。 

日本は、どの国もこれまで経験したことのない超高齢社会を迎え、昨年 10 月の厚生労働省発表
を契機に「地域医療構想」実現に向けての本格的な議論が開始されました。群馬中央病院は地域
医療を担う「急性期病院」として、皆様と緊密に連携し、地域住民の健康的な生活に貢献してい
く所存です。地域医療連携センターはそのための窓口として、皆様と「Win-Win な関係」を構築
できるようスタッフ一丸となって努力して参ります。今年も引き続きのご支援をよろしく御願い
申し上げます。

地域医療連携副センター長　　

関塚　明子

外科部長　兼地域医療連携センター長補佐

谷　賢実
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地域医療連携室

患者支援室
入退院センター医療福祉相談室

紹介患者対応
診察予約

救急依頼対応

看護相談
在宅支援

入退院調整・説明
ＥＲ機能

医療福祉相談
退院支援

福祉機関との調整

地域医療連携センター

外来から在宅まで、切れ目のない安心したサポートを

多職種協力のうえ、全力でお手伝いします。

地域医療連携センター目標
地域医療連携・地域包括ケアの推進
多職種協働によるチーム医療の推進

Gunma Central Hospital
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患者相談窓口では、患者さんの総合相談窓口と

してあらゆる相談に応じています。がん相談支

援センターでは、がん患者さんや家族からの心

理的・社会的相談に応じています。退院支援は、

週に一度患者支援室と一緒に病棟とカンファレ

ンスを開催して、担当医や病棟スタッフと協力

し、患者さんによりよい支援ができるよう取り

組んでいます。

医療機関からの【受け入れ総合窓口】として、

年間１万人以上来院される紹介患者さんの受け

入れ対応・来院報告・返書管理・救急車対応等

を行っています。医療機関への訪問活動を行い、

地域医療連携の推進を図っています。

また、各種講演会を企画運営し、医療従事者や

一般の方へ情報発信しています。

入院案内業務がワンストップで行え、他部門へ連携することにより患者満足度の向上

と業務の効率化を図ります。地域包括ケア病棟や附属老健とも連携し、入院前から退

院支援の方向性を多職種で支援する体制を整えます。

当院では、小児・産科を除く、すべての入院患

者さんに対し入院時スクリーニングを実施して

います。その中から退院支援が必要な方を抽出

し、患者さん・家族が安心して在宅へ戻れるよ

う、様々な相談に応じています。

院内スタッフや地域の他職種の方との連携を図

り、地域包括ケア研究会を定期的に開催してい

ます。

診察予約
・

各種講演会企画運営

転院対応
・

福祉相談

在宅支援
・

介護連携

入退院調整
・
支援

　　患者支援室・入退院センター

　　地域医療連携室

　　医療福祉相談室
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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（月曜日の午後・木曜日の午前）、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　　　　　消化器内科は、水曜日と金曜日は予約外来のみとなっております。
　　　　　　　　　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。第2·4週の水曜日の午後
	 第1·3·5 週の木曜日の午後

2020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

N
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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 小保方 今井 北原（陽） 佐藤

一般（予約）
午前 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） 田嶋（糖尿病）

循環器内科（予約）
午前 羽鳥　吉田

田村(不整脈	2・4週 ) 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 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 菅原 大沢

消化器内科
初診 午前 堀内 田原 湯浅

予約
午前 岸(ESD・内視鏡)	 岸(ESD・内視鏡) 	堀内（肝臓）、小川（紹介） 湯浅（肝臓）、堀内（紹介）

午後 田原（肝臓）

糖尿病センター（予約）
午前 根岸　須賀 根岸　有山 根岸　登丸

午後 フットケア 根岸

小児科

一般

午前 河野　田代 須永　田代 水野　田代 須永　荒川　田代 須永　河野

午後（予約） 荒川（専門）
春日（神経・専門）

田代（循環器・専門）
大谷（循環器・専門1・3・5週）
浅見（循環器・専門2・4週）

田代（循環器・専門） 橋本（神経・専門）

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

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

腎　　臓（予約） 午後 髙木 武井

発達フォロー（予約） 午後 河野 河野 河野

乳児健診（予約） 午後 橋本　山口

予防注射（予約） 午後 荒川　春日　大谷(2・4週) 山口(シナジス8月〜2月)

外　科

一般・
消化器

午前 内藤　深澤
田部

調（肝・胆・膵）（紹介）
福地　谷　原田

福地　斎藤　原田
阿部(心臓血管外科)

内藤　深澤
原田

谷　斎藤
田部

午後（予約） 山口
（脳神経外科14:00 〜）

群大（呼吸器外科）
長嶋（緩和ケア外科）

乳腺・甲状腺
（紹介）

午前 矢島

午後 藤井(14:00〜17:00)

整形外科
午前 寺内　堤　

中川　中島
寺内　中島
畑山　大島

中川　畑山
大島

堤　中川
中島

寺内　畑山
堤　大島

午後（予約） 畑山（第1金曜）

産婦人科
一　般

午前 伊藤
金井

内山
伊藤（8：30〜10：00）

太田　矢崎
久保田(8:30〜10:00)

伊藤（不妊不育）
太田　似内

伊藤
安部

午後（予約） 太田（検査） 金井
手術 矢崎（産後） 伊藤（術前）

久保田（HSG）
太田（検査）
安部

妊婦健診
午前 似内 安部 （10:00〜）伊藤 矢崎 岡庭

午後（予約） 久保田 (13:00〜14:00)伊藤 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 工藤　内山 工藤　内山 内山 工藤（紹介）内山（紹介) 工藤　内山

午後 検査 内山（嚥下）　竹越 検査　塚田 内山（嚥下）

麻酔科 午前 大川 川崎 富岡 髙橋 富岡

皮膚科
午前 龍﨑 龍崎 龍崎 龍﨑 龍﨑

午後（予約） 龍﨑

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/


