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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

新年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。

まず昨年のことでご報告しなければならないことは、地域包括ケア病棟を作ったことです。６階の 60

床を変更しました。またそれに伴い３階を整形の急性期病棟に変更しました。その他は今まで通りHCU

と急性期病棟です。地域包括ケア病棟は整形、内科、外科など成人の患者さんにゆっくりと在宅に向か

う準備をしていただく病棟です。おかげさまでだんだん稼働できるようになってきています。これによ

り健康管理センターから、急性期病棟、地域包括ケア病棟、老健、在宅とスムーズにつながる環境がで

きればと思っています。今年は、こんなこともあり、「地域包括ケア」を頭におくことになると思ってい

ます。

これもご報告したこともあると思いますが、１年前には病院機能評価を受けました。幸いに高い評

価を受けることができました。特にＳ評価（もっともよい評価）は、薬剤部、栄養科、感染管理の３

部署でいただくことができました。なかなかもらえない評価でありがたく思っています。評価がよかっ

たからいうわけではありませんが、他者の目が入ることは悪くないと思いました。新たな面に気づく

とともに、自分たちの立ち位置も再確認できたように思います。そして、やはり大切なことは診療の

質であることも確認できたように思います。今年も、これまでと同様、当院は新生児から高齢者まで

と診療の幅を広く、また当たり前の疾患をしっかり見ることで、皆さんに安心感を持っていただける

ような病院を目指したいと思っています。

JCHOはミッションが地域医療機能推進ですから、地域連携を一生懸命に行うことは当院にとって当

たり前です。昨年も地域連携カンファレンス、地域包括ケア研究会、認知症研修会など様々な会を開催

しましたが、皆様にご出席いただきましてこそ有意義な会になっております。ご協力ありがとうござい

ました。今年も、少しでもスムーズな連携になるように努力していきたいと思っています。そしてお互

いの機能を十分に発揮し合えるような連携になっていければと思っています。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。

連携センターの新年のご挨拶をさせていただきます。

昨年は、連携センターとして、また病院として、大きな転換の年でした。

いわゆる 2025 年問題を見据えて、地域の実情にあわせた医療・介護・福祉施設の再編、整備（いわゆ

る地域包括ケアシステム）が求められていますが、昨年はまさに、その実働の一歩が始まった年といえ

ると思います。

当院の動きとしましては、まず「地域包括ケア病棟」を立ち上げました。地域包括ケア病棟の詳細に

つきましては、今までもご案内してまいりましたので本稿での重複は避けますが、連携センターとして

は今後、地域の先生方のご要望をお聞きしつつ、より地域のお役に立てる運用をしてまいりたいと考え

ています。ご意見、ご提言等ありましたら、ご遠慮なくお申し出いただければ幸いに存じます。

もう一つの大きな改革として、「入退院センター」を外来の一角に設置いたしました。入退院に関する

諸業務をここに集中させ、より質の高い患者さんサービスと地域連携の構築をめざしています。ご利用

いただいた患者さんの評判は良く、病棟スタッフの負担軽減にもつながっており、入退院センタースタッ

フの意気は軒昂です。さらに良いサービスを模索し、地域医療の発展に貢献していけると確信しています。

地域連携は言うまでもなくこれからの医療の要です。当院の地域医療連携センターも、どんどん守備

範囲が広がっており、センターを構成する４つの部署（別ページでご紹介）がそれぞれ活躍の場を大き

く広げています。人員も年々ふやしていただき、いつの間にか 23 人にもなりました。この大きなパワー

を地域の先生方と一緒に、より良い地域医療の展開へとつなげていきたいと存じます。

本年もよろしくお願い申し上げます。
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地域医療連携室では、地域のかかりつけ医先生方からの紹介窓

口として、診療予約、検査予約、入院依頼、緊急受診などを調整

することにより、地域の先生と当院との橋渡しの役割を担ってい

ます。また、高額医療機器などの共同利用予約業務も行っており

ますので、診療に関すること等、なんでもお気軽にご相談ください。

また、定期的に医療機関や行政、介護、福祉施設等へ訪問し、

情報交換をすることで、地域連携パスの推進や介護連携、在宅医

療連携についても強化し、地域完結型医療の推進に努めてまいり

ます。

患者支援室では、医療福祉相談室、病棟スタッフと連携し、65

歳以上の入院患者さんを対象に退院支援スクリーニング・退院支

援計画書、さらに総合評価スクリーニングを行い、退院支援が必

要な患者さんを抽出しています。その中から、患者さん、家族が

安心して在宅へ戻れるよう、専門的知識を活かし、患者さんやそ

の家族に寄り添った退院支援を心がけています。院内の多職種ス

タッフはもちろん、地域の介護支援専門員や施設スタッフ等と情

報共有し、連携強化に努めています。

また、地域包括ケアの要となるよう、「地域包括ケア研究会」を

定期的に行い、病院と地域との垣根を低くし、地域住民の方々とともに、「認知症研修会」を定期的に開催し、地域ぐるみ

で考える認知症対策や認知症予防のための研修を行っています。

地域医療連携センター紹介

　　地域医療連携室
スタッフ　室長１名　係長１名　事務員４名　嘱託２名　　　計８名

　　患者支援室
スタッフ　室長１名　看護師２名　　　計３名
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地域医療連携室・患者支援室・医療福祉相談室の 3つの室を統合し、平成 23 年度より地域医療連携センターとして地域
連携の強化にむけ、活動してきたセンターですが、28 年４月、新たに入退院センターを設置しました。
患者さんが、住み慣れた地域や自宅ですごせるため、専門のスタッフ（医師・看護師・MSW・ケアマネ・事務員等）をそろえ、

地域の医療機関、行政機関、福祉機関の方々とも連携し、患者さんが気軽に何でも相談できるセンターを目指しています。

入退院センターは、28 年４月より稼働開始しました。入院がき

まってから、ワンストップで説明を聞き、安心して入院できるよ

うに、看護師を中心に薬剤師、MSW、栄養士、リハビリ、医事課

スタッフ等と連携を図りサービス向上に努めています。

センター開設により、外来や病棟の業務効率化を図るとともに、

早期より退院支援に介入し、地域の先生方や介護支援専門員、訪

問看護スタッフ、介護施設等とも連携し、すみなれた地域で生活

できるようサポートしていきます。

患者支援室と連携し、退院支援、医療福祉相談、がん相談支援をふくめ

患者さんの総合相談窓口としてあらゆる相談に対応しています。

患者さんやその家族が抱える心理的・社会的相談に応じるため、地域の

介護・福祉関連施設や行政とも連携をとっています。

院内他部署と協働し、院内職員を講師とする「ミニ健康教室」を外来ロ

ビーにて平日毎日開催し、健康増進や予防、社会サービスについてなどの

インフォメーショ

ンを行っていま

す。院内のミニ健

康教室を足掛かり

に、地域活動を展

開し、地域包括ケ

アシステムの構築

を進めていきたい

と考えています。

　　入退院センター
スタッフ　看護師５名　事務員１名　　　計６名

　　医療福祉相談室
スタッフ　室長１名　社会福祉士４名　　　計５名

本年もどうぞよろしくお願い致します。

看護部長
茂木　香里

副看護部長
永井　純子
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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）（水曜・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。
　　　　　　　　　ESD・内視鏡外来は消化器内科（火曜と金曜日・午前）、外科（火曜日・午前）に行っております。

平成28年12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
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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 奥 今井 北原 佐藤

一　般
（予　約） 午前 北原（陽）　羽鳥 羽鳥　大山 北原（陽）　田嶋

長谷川
今井　田嶋

須賀
大山　奥

須賀
糖尿病

内分泌内科
（予　約）

午前 根岸

午後 田嶋 土岐 根岸　今井 根岸 田嶋

循環器（予約） 午後 今井 北原（陽）　須賀 大山　奥 北原（陽）　羽鳥
呼吸器（予約） 午後 北原（信） 蜂須 山口 解良 解良

和漢診療科
午前 小暮　山本 小暮　原田 小暮 小暮　山本 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 関根

消化器内科

肝臓 午前（予約） 湯浅（第２・４週）
堀内（第１・３・５週）

ESD・内視鏡 午前 岸 岸

一般
午前 湯浅（第１・３・５週）

堀内（第２・４週） 田原 堀内（予約）　林 山田（大腸予約）
林（予約） 湯浅（予約）　大舘

午後（予約） 大舘 田原

小児科

一般
午前 田代　河野 須永 田代　水野 田代　須永 河野　須永

午後（予約） 河野（専門） 河野（専門） 内田（専門）

神経発達
（予　約）

午前 須永 須永　村松（第１・３・５週） 澤浦（第２・４週） 須永

午後 須永 須永 須永

アレルギー
（予　約）

午前 水野

午後（予約） 水野 水野 水野

循環器（予約） 午後 田代 田代　篠原（第３週）

腎　臓（予約） 午後 武井 高木 武井

乳児健診（予約） 午後 和田　品川

予防注射（予約） 午後 内田　品川

外　科

一般・
消化器

午前 内藤　深澤
田部

調（肝・胆・膵）（紹介）
谷　佐野

斎藤　田部
平方

内藤　深澤
平方　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）

ESD・内視鏡 午前 桐山

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　堤　
畑山　有澤

中川　畑山
有澤

堤　　中川
中島　群大

寺内　畑山
中島　有澤

産婦人科
一　般

午前 伊藤　金井 伊藤（8：30～10：00）
勝俣 太田　井上 伊藤（不妊不育）

太田 伊藤　安部

午後（予約） 太田（検査） 金井
手術

勝俣（産後）
安部（一般）

伊藤（術前） 篠崎（専門）
検査 太田（検査）

妊婦健診
午前 勝俣 安部 伊藤 勝俣 諏訪

午後（予約） 井上 井上
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）
平成28年10月より完全予約

午前 内山　群大 内山 内山 内山（紹介） 内山
午後 検査 内山（嚥下）　竹越 検査　塚田（第３週） 内山（嚥下）

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


