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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流行により、いろいろなことに制限がかかって

います。

地域連携も例外ではなく、登録医大会や地域連携カンファレンスをは

じめとした様々な交流行事が中止となっています。これが長期化すると、

わたしたちが地域全体で推進してきた「顔の見える連携」が後退してし

まう可能性があります。これから先の地域医療・介護を守るためには、

ここで地域連携を後退させてはならず、きびしい状況下ではありますが、

連携を守り、そして、この状況下こそさらに連携を推進することがわれ

われに課せられた使命だと思います。

「連携だより」は現状で使える、最も有効な連携ツールの一つです。

今回の紙面はいつにもまして有用な情報をご提供できるようにスタッフ

が工夫をしてくれました。限られた紙面ではありますが、可能な限りわ

かりやすく、そして幅広い情報を載せています。今後も「連携だより」

を活用して、地域の先生方と連携を深めてまいります。ご希望の内容や

企画がありましたら是非ご提案ください。

一日も早いコロナ騒ぎの収束を切望しますが、現状ではまだ出口が見

えないようです。東京や埼玉のコロナ最前線病院で活躍されている先生

方のお話をうかがうと、感染の再拡大がおこっているのは間違いないよ

うです。幸い群馬県、特に前橋市は現在のところほとんど感染者がなく、

当院も PCR検査はおこなうものの、陽性者の入院は受け入れずにすん

でいます。今後予断は許しませんが、コロナ下の地域医療を守るには何

をすべきか、みなさまと一緒に考え、できる限りのことをしてまいりた

いと存じます。

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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認定看護師無料派遣講座

お問い合わせ先

日本看護協会では、看護現場でのケアの質の向上を図ることを目的に、特定の看護分野において熟練した
看護技術を用いて、水準の高い看護実践のできる認定看護師の育成を行っています。
当院では、６分野９名の認定看護師が活躍しています。
この度、専門的な知識を学んだ認定看護師が、地域の方や医療・介護に携わる方を対象に、地域に出向い
て行う認定看護師による無料派遣を企画しました。

あなたのもとに伺いますあなたのもとに伺います
― 認定看護師無料派遣 ―― 認定看護師無料派遣 ―

　　　　　　前橋市周辺地域在住の方、医療・介護従事者

　　　　　　５名以上のグループ・団体

　　　　　　月曜日～金曜日（祝日・休日、年末年始を除く）

　　　　　　　９：00～ 16：00

　　　　　　無料

　　　・会場の手配・利用料、参加者への案内などは、担当者様でお願い致します

　　　・�備品（プロジェクター・パソコンなど）の使用や資料については、担当講

師とご相談下さい

　　１　講座メニューから希望する講座を選択して下さい

　　　　　メニューにない内容をご希望の場合は、ご相談下さい

　　２　講座申し込み用紙に必要事項を記入し、

　　　　　実施日２ヶ月前までにＦＡＸにて申し込み下さい

　　３　担当講師と日程を調整し、代表者にご連絡致します

独立行政法人　地域医療機能推進機構（JCHO）
群馬中央病院

〒371-0025　前橋市紅雲町1－7－13
TEL：027－221－8165　FAX：027－223－1374
地域医療連携センター　担当：関塚・川岸

対 象 者

参加人数

開催日時

講 師 料

申し込み方法
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認定看護師無料派遣講座メニュー　研修・講義

認定看護師無料派遣講座メニュー　相談

認定分野 研修・講義内容（テーマの例）
対　　象

一般 医療従事者

感 染 管 理

①　標準予防策、感染経路別予防策について（手洗い・咳エチケット他） 〇 〇

②　感染症患者の感染対策（インフルエンザ・感染性胃腸炎・結核他） 〇 〇

③　職業感染（針刺し切創）対策 〇

がん化学療法看護

①　抗がん剤の種類と特徴 〇 〇

②　抗がん剤種類別副作用対策 〇 〇

③　抗がん剤による職業曝露 〇

④　抗がん剤による日常の曝露対策 〇 〇

糖 尿 病 看 護

①　糖尿病とは 〇 〇

②　合併症（細小血管、大血管、認知症、歯周病） 〇 〇

③　糖尿病の検査・治療について 〇 〇

不 妊 症 看 護

①　不妊症とは 〇 〇

②　不妊検査・治療について 〇 〇

③　不妊症にならないための生活指導 〇

新 生 児 集 中 ケ ア

①　早産児・低出生体重児の見方・観察のポイント 〇

②　新生児蘇生法（ＮＣＰＲに準ずる） 〇

③　新生児のディベロップメンタルケア（発達促進のためのケア） 〇

④　新生児看護について 〇 〇

⑤　ＮＩＣＵに入院する子どもを持つ親の理解について 〇 〇

認 知 症 看 護

①　認知症とは（認知症の種類と症状について） 〇

②　認知症とは（認知症の種類・症状、検査、治療法など） 〇

③　認知症予防 〇

④　認知症ケアについて 〇 〇

⑤　せん妄について 〇

※上記は一部の例になります
※講義・演習・グループワーク・ディスカッション等、どのような形式でも承ります
※ご要望に応じて内容を組み立てますので、お気軽にご相談ください

認定分野 相　　談　　内　　容　　（例）

感 染 管 理
①　アウトブレイク対応
②　耐性菌患者の対応
③　感染対策の実際を確認し、対応を検討する

がん化学療法看護
①　副作用に対するセルフケア支援
②　治療をしながら働く仲間への支援
③　曝露対策の実際

糖 尿 病 看 護

①　血糖パターンのマネジメント
②　フットケア
③　インスリンやＳＭＢＧについて
④　患者指導について

不 妊 症 看 護 ①　不妊症にならないための生活指導
②　不妊治療と仕事の両立について

新 生 児 集 中 ケ ア ①　新生児のケア
②　ＮＩＣＵに入院した子を持つ親の関わり

認 知 症 看 護 ①　認知症者のコミュニケーションの方法
②　認知症者の行動・心理症状に対する対応方法

※上記は一部の例になります
※ご要望に応じて内容を組み立てますので、お気軽にご相談ください
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岩脇  史郎

　定年延長期間も過ぎ、現在特例延長で外
来診療を行っております。今年和文と英文
の論文２編を書き、老化防止に努めており
ます。痙攣性疾患を中心にこれまでの経験
と知識で対応します。ADOS検査で自閉症
の診断も行っております。よろしくお願い
いたします。

　病院長を卒業して２年経ちます。小児科
外来医として活動中です。循環器もさせて
もらっています。
　今年は、小児医療センター新井先生もお
手伝いをお願いしています。よろしくお願
いします。

　アレルギー外来では、今年度より呼気Ｎ
Ｏ（一酸化窒素）測定が行えるようになり
ました。フローボリューム曲線とあわせて、
喘息など、呼吸機能検査をご希望される患
者さんは、ご紹介ください。

　山梨大学を平成 23 年に卒業しました。
子ども達がのびのびと健やかに過ごせるよ
うに、微力ながら貢献していきたいと思って
います。育児にも奮闘中です。まだまだ力不
足ですが、ご指導よろしくお願いします。

　新生児の集中管理から発達発育にわたり、
チームワークを大切に診療しています。ア
レルギーでお困りの方々等も、御紹介お待
ちしております。

　平成 24 年度東京医科大学を卒業し、初
期研修を経て群馬大学小児科に入局いたし
ました。当院での勤務は４年目となります。
現在妊娠中で、７月から産休をいただく予
定となっております。今後とも育児と仕事
の両立を目指し邁進して参る所存です。何
卒よろしくお願いいたします。

　３歳の息子の成長と笑顔に癒されていま
す。４月から毎週金曜日午後に小児腎臓外
来を担当しております。若輩者ではござい
ますが、尿所見異常や夜尿症など腎疾患で
お困りの際にはご紹介下さい。

　卒後６年目になり、当院には昨年４～９
月までの半年間勤務し、群馬大学病院を経
て戻って参りました。まだ専門はありませ
んが、幅広く経験したいと思っています。
よろしくお願い致します。

　今年からお世話になっております。小児
科１年目です。病院では主に予防接種や病
棟での診療などを担当しています。まだ未
熟で多々ご迷惑をおかけすると思いますが、
よろしくお願いいたします。

小児科スタッフの紹介
爽やかな風が吹き渡る季節となりましたが、世の中は混沌としあまり明るい話題がありません。
そんな中でも、子供たちは成長し、元気な声に日々応援されている今日この頃です。
当院小児科は、４月からフレッシュなメンバーが３人入れ替わり、名誉院長含め９人体制で診療を行って

おります。常勤医による循環器、神経・発達、新生児・発達、呼吸器アレルギー、腎臓など専門的外来の他、
必要時は群馬大学、小児医療センター、他の専門医と連携を取り、新生児から、思春期の少年少女まで、患
者さんとご家族に寄り添いながら、最善の医療を提供できるよう心がけています。地域の皆さまのお役に立
てるよう、スタッフ一丸となって診療していきたいと思います。

須永  康夫 先生 田代  雅彦 先生 水野  隆久

橋本  真理 河野  美幸 春日  夏那子

坂本  康大高橋  　駿
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産婦人科紹介 ～お産の特典はじめました～
JCHO郡馬中央病院の産婦人科は約 60 年の歴史があり、地域周産期母子医療センターに指定されていま
す。年間分娩数は前橋市内の総合病院では一番多く、約 600 件です。小児科と連携しているので安心して
出産に臨めます。医師や助産師数も多く、ハイリスク外来や助産外来も充実しています。リスクの低い妊婦
さんには、自然分娩を主体としています。助産師がそばに付き添いながら満足できるお産となるようお手伝
いします。
令和２年７月より新しいサービスとしてハッピーリターン特典を始めました。当院で２回目の分娩をされ
た方へのプレセントです。内容は紙オムツと乳房マッサージ割引券のプレゼント、お祝いディナー時のご兄
弟へのお子様ランチサービスとなっています。前橋市内でも出生数が減る中で、当院を選んで出産をしてく
ださった方々への感謝の気持ちです。
また当院の産婦人科の紹介のために「出産を迎えられる皆様へ」という小冊子を作成しました。「総合病

院で出産したいけど受診方法が分からない。」という方も多いようです。小冊子には当院の産婦人科の特徴
や受診の方法が記載してあります。妊婦さんが出産する病院を選ぶときの参考になればと考えています。

冊子ご希望の方は、連携室へご連絡下さい
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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1·3·5 週の木曜日の午後
	 第 2·4週の金曜日の午後

2020年7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 小川 堀内　小川 湯浅　堀内

午後 田原 岡村

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(14:00〜16:00)

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・第３金曜日）

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 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/


