
連携だより
地域医療機能推進機構 群馬中央病院

Japan Community Health care OrganizationJCHO

VOLUME

24
2020年

4月1日発行

放射線科からのお知らせ ……………………… 06
新型コロナウイルスについて …………………… 06
地域医療支援病院について …………………… 07
初診時、再診時の選定療養費について ……… 07
外来診療担当医一覧表………………………… 08

理念・基本方針 ………………………… 02
センター長ごあいさつ……………………… 03
れんけい室からのお知らせ ……………… 04
医療福祉相談室　新メンバー …………… 04
健康管理センターからのお知らせ………… 05



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 心ののつつ
人権尊重の心　　人間愛の心　　奉仕の心　　向上心
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新型コロナウイルスの感染が、いよいよ私たちの医療圏にも本格到来

のようです。

世界中の医療従事者がこの脅威と対峙しており、私たちも病院や施設

の垣根を越えてこの感染症を抑え込まなければなりません。

今までも、新型肺炎や、大震災、大雪など多くの災害を経験してきま

したが、今回の新型コロナウイルス感染は、今までとは比較にならない

ほどの大災害で間違いありません。

感染症そのものの脅威ももちろんですが、終息が見えない長期戦の様

相を呈しており、自粛に伴う精神的な圧迫や経済的なダメージも今後の

社会維持や生活に大きな影をおとします。

私たちは医療従事者として、それぞれの持ち場で最善を尽くすのはも

ちろんですが、同時に自分や周囲のひとの心身ともの健康維持にも気を

くばる必要があります。

そのために一番大切なことは、自分たちの安全です。スタッフが感染

してしまっては、地域医療を守るどころではなくなってしまいます。感

染予防策を徹底して、院内感染を絶対起こさない覚悟を持ちましょう。

内閣総理大臣が、第三次世界大戦だといっています。とすれば、感染

が終息した後にも荒廃した社会や経済が残るかもしれません。その復興

までを含めて新型ウイルスとの闘いであり、私たちはしっかり協力して、

地域医療を守っていかなくてはなりません。

より一層の連携を宜しくお願いいたします。

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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れんけい室からのお知らせ

医療福祉相談室　新メンバー
医療福祉相談室では４月１日よりフレッシュな新人を２名配

置しました。患者相談窓口は、患者さんの心理的・社会的な不
安解消に努めます。

困ったことがあったら、なんでもご相談ください。

医療福祉相談室
村田 朱里　　　　根岸 みづき

４月１日より、新メンバーを２名迎え、ますますフットワークよく、地域の先生方と院内を
結ぶお手伝いを致します。診察依頼・入院依頼、そのほかなんでも、連携室にご連絡ください。

前方連携　渉外力 Up

ご挨拶

この度ご縁がありまして、JCHO 群馬中央病院の地域医療連携室でお世話になります須賀一夫と申します。
前職での 17 年間にわたる地域医療連携業務の経験を活かし、先生方から「まずは群中へ」と地域から選

ばれる病院を目指し、JCHO の使命である『地域医療の要になり、地域包括ケアの要になる』ことを積極的
に進め、また地域医療支援病院の果たすべき役割を担いながら、益々の密な『顔の見える連携』作りに精進
して参ります。

今後とも引き続きご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 地域医療連携室　渉外担当　須賀 一夫

ご挨拶

４月１日より、医事課から地域医療連携室へ異動
となりました。

寳船 希（ほうせん のぞみ）です。
地域の先生方からのご依頼を、上手く院内へつな

いでいきたいと思います。精一杯頑張りますので、
これからよろしくお願い致します。

 地域医療連携室　寳船 希
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新オプション検査のご案内

健康管理センターからのお知らせ

■マンモグラフィを予約し、かつ、30 歳以上 60 歳未満の方
■完全予約制（１日５名限定）です。健診予定日の１週間前までにご連絡下さい。
　（検査枠に制限がありますので、ご希望にそえない場合があります。）

乳房超音波検査の対象となる方

■13:00〜14:00
※健診終了後、検査開始までお待たせしますがご了承ください。

乳房超音波検査の実施時間

乳房超音波検査� 4,000円（税抜き）
受診の対象となる方につきましては下記のとおりとなりますが、乳房超音波検査は 40 歳代の女性でマン

モグラフィと併用すると、マンモグラフィ単独の検査より多くの乳がんがみつけられることがわかってきて
います。

■妊娠されている方　　　　　　■授乳中の方　　　　　　■がん患者（治療中を含む）の方
■先天性代謝異常の方　　　　　■透析患者の方

アミノインデックス検査を受けられない方

アミノインデックス　がんスクリーニング� 24,000円（税抜き）
血液中のアミノ酸濃度バランスにより、現在がんである可能性を評価する検査です。胃・肺・大腸・膵臓・

前立腺・乳腺・子宮・卵巣が対象になります。

ロックス・インデックス検査� 13,500円（税抜き）
血液中の酸化した超悪玉コレステロール（酸化変性 LDL）と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進

ませる（LOX-1）というたんぱく質を測定し、検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合
わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度（リスク）を予測します。なお、検査結果
は詳細なレポートで別報告致します。

当院は、健康管理と予防医学に積極的に取り組み、みなさまの健康チェックをお手伝い致します。当健康
管理センターでは、充実した設備・検査機器とホスピタリティあふれるスタッフを配置し、ゆったり落ち着
いた雰囲気の中で、リラックスして健診できるよう努めております。

この度、新型コロナウイルス感染症の流行により緊急事態宣言が 5 月 6 日まで全都道府県に拡大されること
となり、群馬県内でも不要不急の外出自粛等の要請がなされる見込みとなりました。
緊急事態宣言を踏まえ当院といたしましては、受診される皆様の感染防止を最優先に考え、５月７日まで健
診事業を休止することとしましたのでお知らせいたします。

該当する期間にご予約いただいている受診者の皆様には急なお知らせとなりご迷惑をおかけしますが、何
卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

緊急事態宣言に伴う人間ドック・健康診断の一時停止について
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放射線科からのお知らせ�共同利用を活用下さい
当院の放射線科では、迅速に画像診断をするシステムを構築しています。
撮影された画像は PACS（画像電子保管転送システム）に送られ、瞬時に外来や病棟のコンピュータ画面

上で見ることができます。放射線科医は、『STAT（至急）読影』の依頼を受けますとおよそ１時間以内に読
影レポートを作成し、コンピュータ画面上に配信します。現在外来患者のほとんどはこの STAT 読影となっ
ており、検査当日に結果を聞いて帰ります。この迅速な画像システムは、地域医療連携室を通してダイレク
トに放射線科にご依頼いただけます。患者さんには、検査終了後およそ１時間以内に CD-R 画像と読影レポー
トをお持ち帰りいただけます。

64列マルチスライスCT（LightSteed VCT　GE社製）
64列マルチスライスCT（Optima CT660　GE社製）

ＣＴ�（Ｘ線コンピュータ断層装置）２台

SIEMENS社製　MAGNETOM　Skyre 3.0T

ＭＲＩ

骨塩定量検査
骨密度測定装置DXA（dual-energy X-rey absorptiometry）による、腰椎・大腿骨頚部の測定

骨の状態は、骨密度として測定し評価できます。測定の結果骨がスカスカであると転んだりした場合、健康な骨
の方よりも骨折しやすい状態と言えます。この状態を骨粗しょう症といえます。高齢者の骨折はねたきりになりや
すく、予防医学の点からも重要です。約５分くらいの検査でできる測定ですので、こちらもぜひダイレクト検査で
ご依頼下さい。

感染予防の強化を図るため、病棟への面会は全面禁止とさせて頂きます。
緊急の場合はスタッフにお声かけ下さい。 

新型コロナウイルス警戒中 

面 会 禁 止 中
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 Gunma Central Hospital ：群馬中央病院  病院長 
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以下の症状のある方は受付へお申し出下さい 

発熱（37.5度以上）　せき症状　嗅覚・味覚障害

当院では、新型コロナウイルス感染拡大を予防するための対策を取らせていただいております。
ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
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地域の診療所・クリニック等の先生（かかりつけ医）と役割分担し、相互に連携することで、質の
高い医療を患者さん一人一人に提供できるよう努めています。

当院での手術や治療の後の症状が安定した方は、 経過観察やリハビリ・療養
など、 その後の診療を地域のかかリつけ医の先生にお願いしています。

当院は地域医療支援病院です。

令和 2 年度の診療報酬改定により、保険医療機関相互の機能分担及び業務の連携を進める観点から、
地域医療支援病院（200 床以上）において診療費とは別に初診時、再診時の選定療養費の定額徴収
が義務づけされ、金額についても最低金額が定められました。

このため JCHO 群馬中央病院では、下記の初診時、再診時に選定療養費をご負担いただくように
なりました。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

・ご負担いただく金額（消費税込）
　初診時　　　医科　5,500 円　　　歯科　3,300 円
　再診時　　　医科　2,750 円　　　歯科　1,650 円

・対象となる方
　初診時　　　・初診の方で、他の医療機関からの紹介状なしに当院を受診される場合
　　　　　　　・以前から受診されている方で、以前の病気が治癒している場合
　　　　　　　・同じ病気でも前回から期間が空いて、医師が医学的に初診と判断した場合
　　　　　　　・ご自身の判断で治療を中止し、改めて受診された場合

　再診時　　　当院より、他の医療機関に対し、文書により紹介をおこなった後、
　　　　　　　ご自身の判断で紹介状を持たずに引き続き当院を受診される場合

初診時、再診時の選定療養費について（お知らせ）

連携

紹介状

紹介状

かかりつけ医院

かかりつけ
医院

診療所・クリニック等
日常の疾患管理
健康状態の把握

群馬中央病院

かかりつけ医を持つことのメリット

● 日常の健康や生活面など気軽に相談でき、病気の専門性を判断して速やかに適切な病院を紹介

してくれます。

● 紹介状をお持ちの方は、初診時にかかる選定療養費2,160円がかかりません。

● かかりつけ医の紹介状をお持ちの方は、当院での診察予約や診療が速やかに進みます。

独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院 地域医療連携室 2014・8月作成

地域の診療所・クリニック等の先生（かかりつけ医）と役割分担し、相互に連携する

ことで、質の高い医療を患者さん一人一人に提供できるよう努めています。

紹介状

紹介状

精密検査 入院 手術

などの専門的な医療

日常の疾患管理

健康状態の把握

診療所・クリニック等 群 馬 中 央 病 院
精密検査　入院　手術
などの専門的な医療

連携だより  07



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）

群馬中央病院

N

17

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 小保方　阿久澤 今井　阿久澤 北原（陽） 佐藤　阿久澤

一般（予約）
午前 阿久澤　大山 田嶋　阿久澤 今井（循環器）

田嶋
阿久澤　大山

長谷川

午後 今井（循環器）
田嶋 北原（陽）（循環器） 今井 大山 田嶋

循環器内科（予約）
午前 羽鳥　吉田

田村(不整脈 2・4 週 ) 羽鳥 吉田 須賀

午後 須賀 羽鳥

呼 吸 器（予約） 午後 相川 解良 小池 蜂巣／土屋

和漢診療科
午前 小暮 小暮 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 菅原 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 茂木 堀内　小川 小川 湯浅　茂木

午後 田原 岡村（5月より）

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　橋本　田代 須永　河野

午後（予約） 春日（神経・専門）
橋本（神経・専門）

田代（循環器）
高橋（専門 1・3・5 週）
新井（専門 2・4 週）

田代（循環器） 迫（神経・専門）

小児外科 山本（午前）

神経発達（予約）
午前 須永 須永

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 岩脇

発達フォロー（予約） 午後 河野 河野 河野

乳児健診（予約） 午後 岩脇　高橋

予防注射（予約） 午後 春日　坂本

外　科

一般・
消化器

午前 内藤　深澤
田部

福地　谷　岩崎
調（肝・胆・膵）（紹介）

福地　斎藤　西川
阿部(心臓血管外科)

内藤　深澤
渡辺（肝・胆・膵）

谷　斎藤
田部

午後（予約） 山口
（脳神経外科14:00 〜）

大瀧（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　下山

中川　畑山
下山

堤　中川
中島

寺内　畑山
堤　下山

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 伊藤（不妊不育）
太田　周藤

伊藤
安部

午後（予約） 太田（検査） 金井
手術

太田
矢崎（産後） 伊藤（術前） 太田（検査）

安部

妊婦健診
午前 周藤 安部 （8:30〜10:00）田中

（10:00〜）伊藤 矢崎 岡庭

午後（予約） 周藤 (13:00〜14:30)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。

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]

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/


