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人権尊重の心　　人間愛の心　　奉仕の心　　向上心

群馬中央病院の理念４ 心のつ

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
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　本年度 2回目の地域連携だよりをお届けいたします。
4月に診療報酬が改定されました。病院にとって大変厳しい内
容ですが、その中で、地域連携に係わるものはきちんと評価さ
れています。地域包括ケアシステム構築に誘導するための政策
的な意図が感じられますが、地域連携の大切さを痛感している
ものとしては、素直に喜びたいと思います。
　前号でご案内したように、6月から「地域包括ケア病棟」を
開設いたしました。稼働から一か月、おかげさまで順調にすべ
りだしました。現在毎日データ収集、分析しており、より一層地
域のお役にたてる施設にできるように業務改善を重ねています。
「地域包括ケア病棟」に関して、ご要望、ご意見等ありましたら、
ご遠慮なく連携センターにおよせください。
　本号は、「認定看護師」の紹介をさせて頂いております。地域
連携の要となるためには、高度な医療の提供が不可欠ですが、
現代医療は医師だけでは完結しません。医師を中心としたチーム
医療は当然ですが、多くの分野でコメディカル中心の専門性の高
い医療サービスが求められています。その中心となるのが認定看
護師で、当院でも多くの認定看護師さんが活躍しています。診療
報酬や病院の運営の中で、必ずしも十分な活動時間を確保して
あげられない現状もありますが、できるだけ認定看護師さんが活
躍できる環境を整えたいと思っています。応援お願いいたします。
　8月18日は恒例の「登録医大会」を行います。今年で 15
回目となります。地域の先生がたとの連携はこの 15 年間でます
ます重要になっており、登録医大会はその重要な機会です。楽
しい交流会にするよう工夫させていただきますので、ぜひご参
加いただき、当院スタッフと親睦を深めてください。
　また、8月20日の夕方、当院で「納涼会」を開催いたします。
「ビール屋」「金魚すくい」「わたがし」等々多くの出店、企画
があります。連携センターはおそらく「からあげ屋」をします。こ
ちらも是非ご来場いただき、楽しんでいただければ幸いです。

あいさつ

副院長兼地域医療連携センター長

内藤　浩
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認定看護師の紹介

2003 年に不妊症看護認定看護師となり、当院リプロダクションセンターにおいて、体
外受精を受ける方へのケアを中心に行っています。また、不妊かなと悩んでいるにも関
わらず医療機関の受診を躊躇されている方、不妊治療中の方、不妊治療後妊産褥婦、
流産・死産を経験した方などの相談窓口として女性相談室の開設や助産学生への講義も
行っています。

2006 年に手術看護認定看護師の資格を取得しました。
現在も手術室に所属し、術前・術中・術後を通して実際に患者様に関わりながら、スタッフ
ならびに研修生や看護学生への実践指導と教育を行っています。
また院外では雑誌執筆や地域での研修会講師などの活動を行っています。
これらをとおして手術看護を医療従事者に広めていけるよう活動しています。

2008 年にがん性疼痛看護認定看護師を取得しました。
外科外来に所属し手術や化学療法を受けている患者様に多く接しています。
がん性疼痛や苦痛を伴う症状に対する薬物療法の適切な使用とその効果の評価、薬物
療法以外の疼痛緩和の治療・方法について一緒に考え、患者様が安心して療養できるた
めの援助をしています。また、勉強会の開催や緩和ケア委員会を母体とした相談対応を
行いスタッフの患者ケアの向上や組織全体の成長に繋げる活動を通して、患者様や家族
が療養生活の質を高めることの出来るような環境を整えています。

2012 年に感染管理認定看護師を取得しました。2013 年 3 月より専従看護師として
感染管理室に所属しています。感染管理の目標は、患者様だけでなく病院におけるすべ
ての人を感染から守ることです。そのために感染対策委員会、感染対策チーム（ICT）、
感染リンク委員会と協力しながら、組織横断的に感染対策活動を行っています。
院内ラウンドや研修会の実施、相談の対応、院内感染サーベイランス（病院内の感染に
関するデータの収集、分析）などを通じて、病院内の感染に関する問題の 把握と対策
の検討を行い、感染対策の充実を図っています。職員一人ひとりが感染対策の必要性を
理解し、安全で安心できる病院を目指して活動しています。

■不妊症看護認定看護師
教育看護師長

岡﨑 友香

■手術看護認定看護師
副看護師長

板橋 みどり

■がん性疼痛看護認定看護師
副看護師長補佐

飯島 真由美

■感染管理認定看護師
感染管理室

井川 沙希子

専門分野のプロフェッショナルを紹介します
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2013 年に新生児集中ケア認定看護師の資格を取得しました。
現在、地域周産期母子医療センター新生児室に勤務しています。新生児室では、早産
や低体重で産まれた子どもや、生後間もなく治療を必要とする子どものケアを行い、入
院する子どもの療養生活を整えることに努めています。また子どもだけでなく、その家
族に寄り添い、子どもの療養生活を家族と共に支えていく姿勢を大切にしています。

2015 年に感染管理認定看護師を取得しました。
現在、消化器肛門疾患センターに勤務し、実践を通して病棟における感染対策を行って
おります。
感染対策は全てのスタッフが同一の認識で行う必要があります。ひとり一人が感染対策の
必要性を理解し、確実に実践することが安全で安心な医療へと繋がります。
入院患者様や面会の方々、病院職員を医療関連感染から守ることができるように、現場
に適した感染対策を実践していきます。

2014 年に認知症看護認定看護師の資格を取得しました。
現在、内科病棟に勤務しています。認知症をもつ方は、入院するという環境の変化によっ
て様々な影響を受けます。療養環境の調整を行い、認知症患者様が安全に安心して治
療が受けられるような援助を心掛けています。

■新生児集中ケア認定看護師
副看護師長

土屋 いづみ

■感染管理認定看護師
看護師

宮前 正憲

■認知症看護認定看護師
看護師

川岸 春代
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新メンバー紹介

医師  平澤 敏昭

入退院センター

地域包括ケア病棟

4 月から群馬中央病院附属　介護老人保健施設に勤務となり
ました。安心して介護やリハビリを受けられるよう、サポート
していきます。

４月より稼働を始めている入退院センターも、少しずつ軌道に
乗ってきました。
すこしでも、患者さんの満足度があがり、院内連携がスムー
ズに行われるよう、日々努力しています。
毎日開催している、ミニ健康教室でも、定期的に入退院セン
ターの説明をしています。

平成２８年６月１日、地域包括ケア病棟が新設稼働開始しました。
本館６階病棟（60 床）で、急性期治療後のリハビリ・在宅復帰に向けた医療や支援を行うことを目的として
います。最大６０日まで継続入院が可能ですので、当院附属老健や地域の介護施設・開業医の先生方と連携
を図り、在宅復帰を支援しています。現在は、整形患者 8 割、その他 2 割くらいの稼働状況です。
レスパイト利用など、それ以外でもご希望、ご相談があるかたは、地域医療連携センターまでご連絡下さい。
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耳鼻咽喉科外来完全予約制の開始

内視鏡画像提供のお願い

フレッシュなスタッフが
仲間に加わりました！

第15回  地域医療連携登録医大会開催のご案内
　　　　　　● 平成27年８月18日（木）19：00～
　　　　　　● ホテル ラシーネ新前橋　前橋市古市町1-35-1

今後の予定

平成２８年１０月１日より、耳鼻咽喉科外来は完全予約
制を開始します。待ち時間の軽減を含め、ご紹介いた
だいた患者さんにもご負担をかけないよう、地域医療
連携室にてご予約をお受け致します。
電話及び FAX にて診療予約を迅速におとりするよう、
心がけております。

胃や大腸の内視鏡検査後に当院へご紹介頂く際に、可能な
かぎり内視鏡画像（電子画像）をＣＤ－Ｒ等で添付いただき
ますようお願い致します。診察の前に電子カルテに取り込み、
ご紹介いただいた患者さんになるべくご負担なく、スムーズ
に検査できるようこころがけたいと思っております。　　　
ご不明な点等ございましたら、地域医療連携室までご連絡く
ださい。

TEL：027-223-1373
FAX：027-223-1374

平成２８年度　新入職員オリエンテーション
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JCHO群馬中央病院　診療担当医一覧表

科　　　　　　　　曜 月 火 水 木 金

内　科

午前 齋藤（総合） 奥（総合） 今井（総合） 北原（陽）（総合） 佐藤（総合）

午前
（予約） 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

午後
（予約）

今井（循環器）
田嶋（糖尿病）

北原（信） (呼吸器）

北原（陽）（循環器）
須賀（循環器）
蜂須（呼吸器）
土岐（糖尿病）

今井（糖尿病）
山口（呼吸器）

大山（循環器）
解良（呼吸器）
奥（循環器）

北原（陽）（循環器）
羽鳥（循環器）
田嶋（糖尿病）
解良（呼吸器）

神経内科
午前 大沢 ー ー ー 大沢
午後 金子 大沢 ー 関根 ー

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 ー 小暮（リウマチ） 小暮 ー

消化器内科
午前

[予]湯浅（ 肝臓 第2・4）
[予]堀内（ 肝臓 第1・3・5） [予]岸

田原（新患外来）
[予]堀内

林（新患外来）
[予]山田（大腸）

[予]林（新患外来）
[予]湯浅

大舘（新患外来）湯浅（新患 第1・3・5)
堀内（新患 第2・4）

午後 [予]大舘（消化器） ー [予]田原（ 消化器）

外　科
午前

内藤　深澤　田部
矢島（乳腺・甲状腺）

【紹介のみ】

調（肝・胆・膵）【紹介のみ】
谷　佐野

桐山（ESD内視鏡治療）
斎藤　田部　平方 内藤　深澤

平方　福地

谷　斎藤
桐山（ESD内視鏡治療）

佐野

午後 藤井（乳腺・甲状腺）
【紹介のみ】 ー ー 茂木（呼吸器） [予]内藤（ 大腸外来）

小児科

午前 田代　河野
[予]須永（神経発達） 須永

田代　水野
[予]須永・村松（神経発達）

（第1・3・5）

田代　須永
[予]澤浦（神経発達）

（第2・4）

須永　河野
[予]水野（アレルギー）

午後
（予約）

須永（神経発達）
水野（アレルギー）

武井（腎臓）

須永（神経発達）
河野（専門）

小池（乳児健診）
品川（乳児健診）

田代（循環器）
須永（神経発達）
小池（予防注射）
品川（予防注射）

髙木（腎臓）

田代（循環器）
水野（アレルギー）
篠原（循環器 第３）

内田（専門）

須永（神経発達）
水野（アレルギー）

武井（腎臓）
牧岡（神経発達）

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）　有澤

中川（脊椎）　畑山（膝）
有澤

堤（脊椎）　中川（脊椎）
中島（脊椎）　群大

寺内（膝）　畑山（膝）
中島（脊椎）　有澤

【紹介のみ】

※ 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。

産婦人科

午前 伊藤　金井
勝俣（妊婦健診）

伊藤（8：30～10：00）
勝俣

安部（妊婦健診）

太田　井上
伊藤（妊婦健診）

伊藤（不妊不育）
太田

勝俣（妊婦健診）

伊藤　安部
諏訪（妊婦健診）

午後
（予約）

太田（検査）
井上（妊婦健診）

金井（予約外来）
手術

勝俣（産後外来）
安部（一般外来）

伊藤（手術組）
篠崎（ハイリスク）

検査

太田（検査）
井上（妊婦健診）

眼　科 午前 前嶋 前嶋　花田 前嶋　花田 前嶋 前嶋

耳鼻咽喉科
午前 内山　群大 内山 内山 内山【紹介のみ】 内山

午後 [予]内山 [予]内山（嚥下外来）
[予]竹越

[予]内山
[予]塚田（不定期） ー [予]内山（嚥下外来）

皮膚科
午前 群大（第1・3） 田村 ー ー ー
午後 ー ー ー ー [予]群大

泌尿器科 午前 ー ー 羽鳥 ー ー

歯　科
午前

[予]平林 [予]平林 [予]平林 [予]平林 [予]平林
午後

※外来の受付時間は、午前８時から午前11時までとなっております。（耳鼻咽喉科については、午前10時30分までの受付となります）
※内科（総合は除く）・神経内科の午前・午後および小児科・産婦人科・耳鼻咽喉科の午後は予約制です。　※総合内科は初診、紹介状持参患者のみの外来となっております。
※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の外来となっております。　※耳鼻咽喉科の木曜日の午前中は、紹介患者のみの外来となっております。
※外科の月曜日の乳腺・甲状腺、火曜日の肝・胆・膵は紹介患者のみの外来となっております。

平成28年8月１日現在

診察の予約・お問い合わせ先

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]

受付時間

8：30～18：00
土・日・祝日は除く 群馬中央病院
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