
人権の尊重と人間愛を基本とした医療・介護を行い、
地域の方々の健康と福祉の増進に寄与する。

地域医療・地域包括ケア・介護の連携の要として、
超高齢化社会における多様なニーズに応え、
安全・安心・信頼を要とした医療と介護を提供する。

地域の医療・福祉機関との連携を密にし、
地域医療における中核病院としての使命と役割を担う。

透明性が高く自立的な運営のもと、
常に医療・介護水準の向上に努める。

群馬中央病院の基本方針

群馬中央病院の理念４ 心のつ
人権尊重の心　　人間愛の心　　奉仕の心　　向上心
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新年度初めての連携だよりをおとどけさせていただきます。
昨年度は、群馬中央病院として多くの新しい事業に挑戦し、そして実
行した年でした。具体的には地域包括支援センターの開設、連携センター
の強化と機能拡張、老健や地域包括ケア病棟と地域との連携強化。そし
て、それをバックアップするための「地域包括ケアチーム」の立ち上げ、
糖尿病地域連携パスの普及、などなどです。これらの企画は、超高齢化
社会を迎えるにあたって、当院が地域にどのような貢献ができるか、と
いう視点で立案したものであり、公的病院としての使命を果たすために
必要な機能を身に着けるために実行したものです。幸いどの事業も順調
に軌道にのり、次のステップに進んでいます。この成功は、まず第一に、
当院の運営にご理解いただいた登録医の先生方をはじめとする地域の医
療・介護施設や行政、福祉関係の皆様の多大なご協力によるもので、深
く感謝いたします。同時に、これらの企画の中心となって労を惜しまず
事業推進をしてくれた連携センタースタッフにも同様に深く感謝いたし
ます。
本年度は、この地域連携、地域包括ケアの推進を深めるとともに、専
門性の高い医療のより一層の充実もしてまいります。耳鼻科をはじめと
する医師の増員、がんや糖尿病の地域連携パスのさらなる普及、血管造影
装置の更新等で、さらに来年度以降に向けた新しい企画、挑戦も創出し
ていきたいと案を練っています。地域医療連携センターの役割はますま
す大きく重要になりますが、機能の拡張とそれに伴う増員で対応をして
まいります。特に、谷賢実外科部長には地域連携センター長補佐を兼任
していただき、より広い視点で地域連携の推進を進めていただきます。
新しい元号が「令和」に決まりました。奈良時代の「律令制」において、

「令」は刑罰に頼らないルールのことだそうです。みんなで知恵を出し
合って罰に頼らないルールで和していく、私の勝手な解釈ですが、「令
和」とはこれからの地域づくり、連携づくりにマッチした元号と思いま
す。本年度も皆様と一緒に地域を支えていきたいと存じます。
本年度もよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

院長兼地域医療連携センター長

内藤　浩
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４月より耳鼻咽喉科に赴任した工藤と申します。耳鼻咽喉科疾患の外来および入
院の診療を担当いたします。
生活の質の関わることが多い領域であり、お子さんからお年寄りの方まで、多く
の患者さまが受診されます。耳鼻咽喉科だけでは対応困難なこともあり、各診療科
と協力しながらすすめてまいります。
また、小児に限りますが、これまでの経験を生かして、手術（アデノイド切除・
口蓋扁桃摘出・鼓膜チューブ留置）も担当いたします。全身麻酔下に手術をおこな

い、アデノイド切除と口蓋扁桃摘出は８日間の入院、鼓膜チューブ留置のみは３日間の入院を予定しております。
６月頃から開始したいと考えておりますので、地域連携室までお問い合わせください。
近隣地域の耳鼻咽喉科の病院勤務医が減少しているなか、地域の基幹病院として、患者さまのお役に立てる
よう努力していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

地域包括ケアチームリーダー兼外科部長の谷　賢実（たに　まさちか）医師が2019年４月よ
り、地域医療連携センター長補佐（新設）に就任しました。
４月、５月の２か月をかけて、看護師、MSW、事務員を増員し、

ますます地域医療連携センターの充実を図ります。
次回（７月１日号）の連携だよりでパワーアップしたセンター

をご紹介します。

新任紹介
JCHO 群馬中央病院　耳鼻咽喉科  工藤先生

地域医療連携センター長補佐就任
JCHO 群馬中央病院　地域医療連携センター長補佐  谷先生

ＤＭＡＴ災害訓練　2019年3月16日（土） 14:00（発災）
訓練想定
　2019年３月16日（土） 14:00に関東平野北西縁断層帯主部を震源とするM8.1の地震発生を想定して、災害訓練を実施しました。

診察・検査の予約お問い合わせは地域医療連携室へ TEL 027-223-1373 [直通]

FAX 027-223-1374 [直通]

受付時間
8：30～18：00
土・日・祝日は除く

診療科・曜日 月 火 水 木 金

耳鼻咽喉科
（予約）

午前 内山　工藤 内山　工藤 内山 内山（紹介）　工藤（紹介) 内山　工藤

午後 検査 内山（嚥下）　竹越 検査　塚田 内山（嚥下）
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循環器内科・心臓カテーテル室
循環器内科

当院の循環器内科・心臓カテーテル室は、ガイドライン・エ
ビデンスに基づいた、安全で質の高いカテーテル検査・治療の
提供に取り組んでいます。

2018 年度より医師が 3 名から 5 名へ増員され、2019 年度
も引き続き、羽鳥・吉田・須賀・大山・須賀（非常勤）の 5 名
で、日々の循環器診療および心臓カテーテル検査・治療を行っ
ています。
2019 年度は心臓カテーテル室がリニューアルされます。最

新の Canon 製アンギオ装置が 5 月に導入され、より少ない造
影剤、より少ない放射線被ばくで、より鮮明な画像を得ること
が可能となります。これにより、更に安全で低侵襲なカテーテ
ル検査・治療に繋げていきたいと考えております。
（＊ 4/26 ～ 5/28 はアンギオ装置入れ替え工事のため、緊

急症例を含め、カテーテル検査・治療は実施できない状況です。
この期間の急患対応は他院へお願いする予定です。ご迷惑をお
掛けしますが、何卒ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。）

当院の心臓カテーテル室は 2018 年から日本心血管インターベンション治療学会の連携施設として施設認定され
ています。心臓カテーテル検査件数・治療件数はここ数年横ばいですが、FFR 検査件数が増加しています。FFR 検
査は、冠動脈造影による形態学的狭窄に加えて、狭窄前後の血管内圧を測定することで、機能的に心筋が虚血に陥って
いるか調べる検査で、ガイドライン・エビデンスで推奨されています。

2014年度より低侵襲で、術後合併症の少ない手首からのカテー
テルを導入し、2018 年度はカテーテル全体の 82% を手首から
実施しています。

学会・研究活動にも取り組み、新しい技術・知識の吸収と共に、
自分達の行っている検査・治療の検証を行っています。2018 年
度はClinical Case Reports 誌に論文掲載されました。

今後も安全で質の高い循環器診療を心掛けていきます。引き続
き当院・当科へのご紹介よろしくお願い申し上げます。

安 心 を い つ ま で も。

大型連休中の対応について 群馬中央病院
地域医療連携室

TEL：027-223-1373
FAX：027-223-1374

８：30～ 17：00

連休中の連携室対応について
2019年度４月27日～５月６日の大型連休の間、下記の日程につき、地域医療連携室にて予
約業務の対応を致します。先生方のご都合にあわせてご利用下さい。
下記日程表の連携室対応日に合わせて、FAXまたはお電話にて、ご連絡ください。
よろしくお願い致します。
また、緊急の対応につきましては救急外来の対応とさせていただきますのでご了承ください。

4/27㈯ 4/28㈰ 4/29㈪ 4/30㈫ 5/1㈬ 5/2㈭ 5/3㈮ 5/4㈯ 5/5㈰ 5/6㈪

救急当番
【救外】 小児科

内科
外科

産婦人科
小児科 産婦人科

内科
外科

産婦人科
小児科 小児科

連携室
【予約】

内科
外科

小児科
整形外科
産婦人科
神経内科

予約業務
対応

【FAX・電話】

※ 4/30（火）　特定診療科のみ予約外来
　　　　　　　【内科・外科・小児科・整形外科（膝）・産婦人科・神経内科】

連携室対応日程

※ 5/ 2 （木）　5/7以降の各診療科予約業務対応します。
　　　　　　　【通常と同様に、FAX・電話にて返信致します】
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育児や授乳に対する不安、産後の心身の不調や回復の遅れがあるお母さんに、産婦人科医や小児科

医とともに、経験豊かなアドバンス助産師がサポートいたします。群馬県の地域周産期母子医療セン

ターでもある当院で、ゆっくり安心してお過ごしください。

＜利用時間と利用場所＞
当院はデイサービス型です。４階産婦人科病棟でご利用いただきます。

受付時間：午前９時～午前 10 時

終了時間：午後４時～午後５時

＜お母さんへのケア内容＞
・育児に対するケア

・授乳に対するケア

・乳房マッサージ

・沐浴や沐浴指導

・児の体重測定や発育の相談（小児科医にも相談できます）

・休息やシャワー浴などの提供

・ 不安や心配なこと、在宅時での育児や授乳に関する相談・アドバイス（産婦人科医にも相談できます）

＊治療等の目的ではないため、原則医療行為やお薬の処方などは行いません。

＊休息時など、ご希望があれば赤ちゃんはベビー室でお預かりします。

＊シャワー室は共同になります。

★利用希望の方は、まず前橋市保健センターへご連絡ください。
〒371-0014　前橋市朝日町三丁目36番地17号
前橋市保健センター２階　子育て支援課
TEL：027-220-5704

ＪＣＨＯ群馬中央病院　産後ケア利用のご案内

患者さんに高品質でより安全な医療を提供することを支援しています。

産婦人科からの
お知らせ

周産期の複雑な課題に対応するべく、
新しい超音波装置を導入しました。
今後、ますます高まる欲求に、従来の
イメージング技術を超えた性能と画質で
より早い段階での評価に対応します。
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2018年　連携センター活動報告
地域連携カンファレンス

開催日 担当 演題 出席者数 演者

1 2018年5月15日 糖尿病・内分泌
糖尿病連携手帳を活用した地域連携の実践 院外 26 糖尿病センター長 兼 糖尿病・内分泌内科診療部長　根岸真由美

医療と介護のクロスロード～同時改定について～ 院内 66 国際医療福祉大学大学院教授　武藤正樹

2 2018年6月19日 産婦人科 OC・LEPレボリューション
～周期投与からフレキシブル投与へ～

院外 20 東京歯科大学市川総合病院

院内 21 産婦人科教授　髙松　潔

3 2018年7月17日 消化器内科
地域包括ケアチームの立ち上げ 院外 24 外科部長　谷　賢実

地域医療におけるホスピタリストの役割と取組み 院内 49 新潟大学地域医療教育センター　魚沼基幹病院　総合診療科部長　石山貴章

4 2018年9月18日 糖尿病内科
当院糖尿病センターにおける管理栄養士のかかわり 院外 37 栄養管理室　管理栄養士　木村奈央

腎機能を考慮した糖尿病の管理 院内 21 糖尿病センター長 兼 糖尿病・内分泌内科部長　根岸真由美

5 2018年10月16日 放射線科 造影剤の安全使用：最近の進歩
院外 16 群馬大学大学院医学系研究科

院内 28 放射線診断核医学　教授　対馬義人

6 2018年11月20日 整形外科 実践、膝と腰の痛み治療：周術期の疼痛から慢性疼
痛まで

院外 19 独立行政法人地域医療機能推進機構

院内 23 埼玉メディカルセンター　副院長　児玉隆夫

7 2018年12月18日 外科
胃癌に対する腹腔鏡手術－当科の取り組み 院外 15 外科医長　佐野彰彦

大腸癌に対する腹腔鏡手術－当科の取り組み 院内 49 外科医長　深澤孝晴

8 2019年1月15日 小児科 小児外科疾患に対する漢方治療
院外 32

小児外科　山本英輝
院内 27

9 2019年2月19日 外科 家族性大腸腺腫症とリンチ症候群
院外 14 東京都健康長寿医療センター

院内 34 病理診断科　部長　新井　冨生

10 2019年3月19日 消化器内科
健診内視鏡で発見された早期胃癌の一例 院外 20 消化器内科　岸　遂忠

内視鏡による胃がん・大腸がんスクリーニングの意義と注意点 院内 29 群馬大学大学院医学系研究科内科学講座
消化器・肝臓内科学分野　教授　浦岡俊夫

院外
院内

223
347 出席者合計　570

地域連携学術講演会

開催日 演題 所属 演者 出席者数

2018年6月12日 医療安全の国際基準
～特に医薬品安全、転倒転落を考える～ 医療安全委員会 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座

　教授　小松康宏 122

2018年7月4日 耐性菌の現状・抗菌薬の適正使用の重要性 感染管理委員会 群馬大学大学院医学系研究科細菌学附属薬剤耐性菌実験施設
　教授・施設長　富田治芳 116

出席者合計 238

地域包括ケア研究会

開催日 テーマ 出席者数

2018年6月22日
多職種カンファレンスを通して 院外 36

グループワーク
～病院から在宅への移行時に必要な検討事項～ 院内 46

2019年2月15日
多職種カンファレンス 院外 36

シンポジウム
～病院から在宅への移行時に必要な検討事項～ 院内 39

院外
院内

72
85 出席者合計　157

認知症研修会

開催日 テーマ 出席者数

2018年5月18日 当院における院内デイケアの取り組み 51

2018年10月19日 当院における身体拘束解除に向けた取り組み 108

2019年3月15日
認知症に効く薬？

67
訪問薬剤師はミタ！在宅現場のもの忘れと飲み忘れ

出席者合計 226

市民健康医学講座

開催日 演題 所属 演者 出席者数

2018年7月28日
不妊・不育で悩んでいる方の日常生活の過ごし方 不妊症看護認定看護師・生殖医療コーディネイター 岡崎友香

85
最近の不育症診療 副院長兼リプロダクションセンター長 伊藤理廣

2019年2月23日
上部消化管がんの内視鏡診断と治療 しらかわ診療所院長 小野里康博

166
消化管がん治療における外科の役割～がんになってもあきらめない～ 外科医長 佐野彰彦

出席者合計 251
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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。水曜日の午後

2019年4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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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）　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 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）、湯浅（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 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） 高橋（専門） 田代（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

循 環 器（予約） 午後 田代(1・3・5週)
浅見(2・4週) 

腎　　臓（予約） 午後 髙木 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　高橋

予防注射（予約） 午後 春日　山口

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)

内藤　深澤
原田

谷　斎藤
田部

午後（予約） 山口
（脳神経外科14:00 〜）

伊部（呼吸器1・3・5週13:30〜15:00） 
清水（呼吸器2・4週13:30〜15:00）

長嶋（緩和ケア）

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
土屋(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）

土屋（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） 土屋 (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 内山　工藤 内山　工藤 内山 内山（紹介）工藤（紹介) 内山　工藤

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 石川（1・3週）　龍﨑（2・4・5週） 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/


