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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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令和４年度最初の「連携だより」をおとどけさせていただきます。

桜が満開です。

群馬県は “まん防 ” が３月 21 日に終了となり、前橋公園や敷島公園

は多くの人や屋台でにぎわっています。日常が帰ってきて、経済活動が

活発化することはうれしいことですが、一方人流が増えると、感染者数

は減りどまり、毎日多くの新規感染が報告されています。

お子様の感染も多く、そこから職員が感染したり濃厚接触者になり現

場を離れることは珍しくありません。幸い当院は大規模な感染は避けら

れていますが、診療に差し支える事案も発生しており、紹介患者さんや

救急車の受け入れに支障をきたす日もあります。連携いただいている先

生方にも多くのご迷惑をおかけし心苦しい限りです。連携センターはも

とより、病院を挙げて日々発生する問題に取り組んでおり、先生方や地

域医療への影響を最小限に抑えるように奮闘しております。本号でご紹

介いたします「Medimap」はその改善策の一つであり、パンデミック

下での連携推進に役立ってくれると期待しています。

そんな中、ウクライナとロシアが戦争状態です。それぞれの国に支援

国家があり、世界規模で対立が鮮明となっています。日本政府はウクラ

イナ支援を表明しており、現在ウクライナが奮闘していますが、極地的

な勝利が国力の差を逆転できないのは過去の歴史から明らかです。今後

の紛争の拡大や、経済制裁による日本の景気後退が、地域医療へも影を

落とすのではないかと深く憂慮しています。

コロナも戦争も一刻もはやく収束していただき、一日も早く安心して

日常診療ができる日が来るのを願っています。

ごあいさつ

院長兼地域医療連携センター長

内藤　浩

連携だより  03



地域医療連携システム「メディマップ」を導入しました
当院では、登録医の先生方との二人

主治医制を推進するため、地域医療連

携システム『メディマップ』を導入しま

した。

メディマップでは、登録医の先生方

の受け入れ可能な診療内容の情報を登

録し、その内容を院内で共有すること

で患者さんへ充実した形で発信するこ

とができます。かかりつけ医をもたな

い外来患者さんへ、逆紹介先をご提案

するときもこのシステムを活用しています。

なお、詳細について、必要があれば訪問してご説明を差し上げることも可能ですので、何なり

とご連絡下さい。

今後とも、当院の地域医療連携の推進に、一層お力添え頂けますよう、よろしくお願い致します。

患者さんが、当院ホームページから、診療科、区名によって連携医を検索し、連携医ごと
のご紹介ページを見ることができるようになりました。連携医のご紹介ページでは、住所や
電話番号、ホームページ URL、地図などのほか、ご回答いただいた「医院の特徴や患者さ
んあてメッセージ」を掲載しています。

メディマップの機能

地域医療連携システム

メディマップ

メディマップは、
2014年7月おおさか地域創造ファンド事業で採択されました。

メディマップは、株式会社メディネットの登録商標です。

医療機関MAP検索
（地域連携室/診察室等）

登録医WEB表示
（病院ホームページ）

全国の16万件の
医療機関情報を完備

お客様独自に登録医の
管理、情報更新が可能

登録医タッチパネル検索
（病院内 患者様操作用）

登録医紹介サイネージ
（院内掲示）

オプション機能あり
介護施設登録・検索

連携医（地域連携医療協力機関）の紹介ページが充実しました連携医（地域連携医療協力機関）の紹介ページが充実しました
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問い合せ先 独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院地域連携室
TEL 027-223-1373　 FAX 027-223-1374
http://gunma.jcho.go.jp/

検索結果（地図表示）

・検索したい場所の医療機関を地図上に表示
・登録医療機関だけに絞り込んだ検索も可能
・診療科目、受入可能な治療情報など条件を
絞ったフリーワード検索
・検索結果をわかりやすく地図上にプロット、
一覧リストで表示（一覧リストは印刷可能）
・医療機関基本情報は印刷してお渡し可能
・オプションで介護施設の登録、検索も可能

《医療機関MAP検索》

印刷ページ

《登録医タッチパネル検索》

・院内に設置したタッチパネルで、患者さんが
【名前で検索】【診療科目で検索】
【地域から検索】【地図で検索】の
4つの項目から地域の医療機関を簡単検索

・医療機関情報を印刷することも可能

《登録医WEB表示》 《登録医紹介サイネージ》

病院様WEBサイトに
リンク設置

・診療科目、地域などの階層設定可能
・基本情報（地図/診療科目/診療時間）の表示、
特徴PRは個別で設定可能
・閉院、住所変更の情報が自動で更新されるため、
院内での更新作業が不要に

地図と基本情報、
特徴PRを印刷可能

テロップ表示機能

医療機関紹介機能

かかりつけ医制度説明コンテンツ

病院からのお知らせの表示・編集が可能

基本情報のほか、提供された写真、
特徴コメントの表示が可能

メディネット制作の「かかりつけ医」
「地域医療支援制度」の番組を放映

・正面玄関に設置し、開業医のPRに活用
・診療待合に設置し、外来患者さんの待ち時間に
登録医を知ってもらう機会、宣伝効果

・登録医タッチパネル検索と並べて設置し、地域
医療連携コーナーとして活用

医療機関との取引実績1700施設以上
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医療機関MAP検索 登録医WEB表示

登録医タッチパネル検索 メディマップの機能

地域医療連携を推進する３つの機能

検索結果（地図表示）

・検索したい場所の医療機関を地図上に表示
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病院様WEBサイトに
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・診療科目、地域などの階層設定可能
・基本情報（地図/診療科目/診療時間）の表示、
特徴PRは個別で設定可能
・閉院、住所変更の情報が自動で更新されるため、
院内での更新作業が不要に

地図と基本情報、
特徴PRを印刷可能

テロップ表示機能

医療機関紹介機能

かかりつけ医制度説明コンテンツ

病院からのお知らせの表示・編集が可能

基本情報のほか、提供された写真、
特徴コメントの表示が可能

メディネット制作の「かかりつけ医」
「地域医療支援制度」の番組を放映

・正面玄関に設置し、開業医のPRに活用
・診療待合に設置し、外来患者さんの待ち時間に
登録医を知ってもらう機会、宣伝効果

・登録医タッチパネル検索と並べて設置し、地域
医療連携コーナーとして活用

医療機関との取引実績1700施設以上

当院ホームページに
リンク設置
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地域包括ケア研究会を開催しました

認定看護師相談外来開設について

地域包括ケア研究会を前橋市医師会　おうちで療養相談センターまえばしとの共催で開催しました。
テーマはポリファーマシーの現状と対策。なかなか正解がはっきりだせないテーマですが、シンポジストと

して、医師会在宅往診の医師から、病院医師から、薬剤師の立場から（地域調剤薬局・病院薬剤師）在宅介護
の立場から（訪問看護・ケアマネ）とそれぞれの立場から思うこと、感じることを話して頂き、座長の前橋市
医師会理事・前橋協立診療所所長の高柳亮先生にまとめていただきました。

地域包括ケア研究会  ポリファーマシーの現状と対策 〜ポリファーマシーについて考える〜

地域診療所の立場から

薬剤師の立場から  病院・地域薬局

病院医の立場から

在宅介護の立場から  訪問看護  ケアマネ

シンポジウム  ポリファーマシーの問題点と現在の対応
座長  前橋市医師会理事　前橋協立診療所  所長　高柳 　亮

前橋市医師会理事 前橋プライマリ泌尿器科内科　 小野　芳啓

ＪＣＨＯ群馬中央病院 薬剤部　　　 　　　　　　 大熊　範和
前橋市薬剤師会 会営薬局 薬局長　　　　　　　  齋藤　哲也

ＪＣＨＯ群馬中央病院 地域医療連携センター長補佐　谷　賢実

群馬県看護協会 訪問看護ステーション前橋南　 　堀　美佐子
前橋市 地域包括支援センター中央西　　　　　　茂原　渉

認定看護師は、患者・家族により良い看護を
提供できるように、特定の看護分野において①実
践、②指導、③相談の 3 つの役割を果たし、看
護の質の向上に努めています。

当院では 7 分野 （不妊症看護・がん化学療法
看護・糖尿病看護・新生児集中ケア・感染管理・
摂食嚥下障害看護・認知症看護） 9 名の認定看
護師が所属しており、それぞれの専門性を活かし
た看護ケアの実践、職員や地域住民への指導 （研
修会の実施）、相談を行っています。しかし、「ど

こに相談して良いかわからない。」 と、不安や悩
みを抱えている患者様やご家族様は少なくなく、
相談が十分に実施できているとは言い難い状況
であると思われます。また、認定看護師が当院
に通院する患者様やご家族様からの相談に応じる
ことは、「地域の住民、行政、関係機関と連携し
地域医療を進め、安心して暮らせる地域づくりに
貢献する」 という JCHO 病院の理念にも合致し、
更なる地域貢献と患者満足度の向上にも繋がると
考えました。

地域包括ケア研究会  アンケート結果

介護支援
専門員
29%

薬剤師
27%

医師
20%

看護師
5%

社会福祉士
5%

歯科医師
3%

保健師
2%

介護福祉士
2%

柔道整復師
2% その他 5%

活用できる
71%

大変活用
できる
22%

普通
5%

無回答
2%

すこしはある
49%

あまりない
22%

ある
17%

どちらでもない
7%

全くない
5%

すこししている
32%

している
29%

どちらでもない
22%

あまり
していない

12%

全くしていない
3%

無回答
2%

Q：地域連携に関して、課題や
困っていることを共有し話し合
う機会をもっていますか？

Q：今後の過ごし方に関する
患者（利用者）・家族の思いを
多職種と情報共有していますか？

アンケートにお答えいただ
いた方の職種の内訳

Q：今回の研究会の内容
は、業務に活用できそう
ですか？
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地域住民及び地域の医療従事者、介護従事者にむけた研修会地域住民及び地域の医療従事者、介護従事者にむけた研修会

研修報告（令和3年度）

令和 3 年度に企画開催した、研修会・講
演会の報告です。

コロナ過ではありましたが、必要な研修
はＷｅｂ配信、ハイブリッド研修等必要に応じ、
工夫しながら開催致しました。

地域からの要望もたくさんあり、今後も感
染対策を徹底し、状況に応じて企画開催して
いきたいと考えています。ご意見、ご要望
等あれば地域医療連携室までご連絡下さい。

そこで、当院通院中の患者様やご
家族様が気軽に相談できる場を作る
必要があると考え、この度、認定看
護師相談外来を開設する運びとなりま
した。

対応可能な日程や費用等は、相談
内容により異なってくるため、相談の
ご希望がある際は各外来受付へお問
い合わせ下さい。

内容 日付 担当部署 備考 オンライン 対象

市民健康
医学講座

7月22日
連携

感染対策
がん等 無

一般
市民

3月19日 糖尿病 無

学校講演会
10月6日 院長 キャリア教育

講話 有

1月13日 婦人科 性・エイズ
予防講演 有

老人福祉
センター

10月22日

認定看護

認知症 無

10月26日 感染 無

11月4日 感染 無

11月10日 フレイル 無

11月22日 認知症 無

11月30日 感染 無

12月14日 感染 無

12月14日 感染 無

12月23日 感染 無

3月17日 感染 無

3月29日 感染 無

内容 日付 担当部署 備考 オンライン 対象

地域連携カンファレンス

6月15日

連携

産婦人科

有 医療従事者

7月20日 消化器内科

9月21日 小児科

10月19日 外科

12月21日 内科

1月18日 整形外科

2月15日 連携

3月15日 糖尿病内科

救急医療研修会
9月13日

連携
産科

無 救急隊員
3月25日 外科

診療報酬研修会 2月16日 連携 前橋地区
医療連携実務者 有 医療従事者

医療機関向けセミナー 3月25日 連携 院長講演 有 医療従事者

NST学術講演会 3月24日 NST委員会 胃癌治療における
栄養サポート 有 医療従事者

栄養療法ネットワーク

7月14日

栄養管理課 前橋栄養療法
ネットワーク 有 医療従事者

8月11日

9月8日

10月13日

11月10日

12月8日

1月12日

2月9日

3月9日

ワクチン製造業務研修会

6月18日

薬剤部 ワクチン製造業務 無 医療従事者
6月20日

6月24日

6月25日

薬剤師会無菌調剤研修会 12月5日 薬剤部 無菌調剤 無 医療従事者

化学療法レジメン研修会 11月24日 薬剤部 胃がん 有 医療従事者

感染対策地域連携カンファレンス 11月26日 感染 症例事例報告 無 医療従事者

地域包括ケア研究会 3月25日 連携 ポリファーマシー 有 介護従事者

包括ブロック研修

9月16日
包括支援
センター

皮膚創傷

有 介護従事者11月12日 虐待対応

12月16日 ポリファーマシー

研修（地域の医療・介護従事者）

自院　健康教室（住民）

研修（地域の住民）

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。（平日 8：30 ～18：00）
	 	 	 連携室直通電話：027-223-1373　ＦＡＸ：027-223-1374
	 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、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）
	 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週木曜日の午後　須田　第2・4週木曜日の午後　井上）

受付時間：午前8時〜午前11時　休診日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29〜1/3）	 2022年4月１日現在

群馬中央病院
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17

17

50

※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

〒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/

診療科・曜日 月 火 水 木 金

内　科

総合内科
（初診） 午前 齋藤	勇一郎 小保方	優・阿久澤	暢洋 今井	邦彦・阿久澤	暢洋 北原	陽之助 佐藤	浩子・阿久澤	暢洋

一般（予約）
午前 阿久澤	暢洋 田嶋（糖尿病）・阿久澤	 今井（循環器）・田嶋（糖尿病） 阿久澤	暢洋

長谷川	典子
午後 今井（循環器）・田嶋（糖尿病） 北原	陽之助（循環器） 今井	邦彦（糖尿病） 大山	啓太 田嶋	久美子（糖尿病）

循環器内科
（予約） 午前

羽鳥	貴・吉田	尊
須賀	俊博（1・3・5週）

田村	峻太郎（不整脈2・4週）
羽鳥	貴 吉田	尊 須賀	俊博

呼吸器科（予約） 午後 宇野	翔吾 武藤	壮平 解良	恭一 小池	陽子 蜂須	克昌

和漢診療科
午前 小暮	敏明 小暮	敏明 小暮	敏明 小暮	敏明・山本	佳乃子 小暮	敏明

午後 小暮	敏明 小暮	敏明（リウマチ） 小暮	敏明

神経内科（予約）
午前 大沢	天使 清水	千聖 原澤	駿（初診） 大沢	天使

午後 金子	由夏 清水	千聖 大沢	天使 原澤	駿（初診）

消化器内科
初	診 午前 堀内	克彦 田原	博貴 湯浅	和久

予	約
午前 清水	雄大（胆・膵） 小川	綾 堀内	克彦・小川	綾 湯浅	和久・堀内	克彦

午後 田原	博貴 岡村	亜弓

糖尿病センター
午前 根岸	真由美

須賀	俊博（2・4週） 根岸	真由美・有山	泰代 中島	康代 中島	康代 根岸	真由美・登丸	琢也

午後 中島	康代	フットケア 根岸	真由美

小児科

一	般
午前 河野	美幸・小笠原	聡 田代	雅彦・須永	康夫 田代	雅彦・水野	隆久 田代	雅彦・須永	康夫 河野	美幸・田代	雅彦

午後（予約） 松村	智彦（専門） 田代（循環器1・3・5週）
小林（循環器2・4週） 田代	雅彦（循環器） 川上	千紗（専門）

神経発達
（予約）

午前 須永	康夫 須永	康夫

午後 須永	康夫・春日	夏那子 須永	康夫 須永	康夫 須永	康夫 春日	夏那子

アレルギー
（予約）

午前 水野	隆久

午後 水野	隆久 水野	隆久	 水野	隆久
腎　臓（予約） 午後 武井	麻里子 髙木	陽子 小笠原	聡

発達フォロー（予約）
午前 河野	美幸
午後 河野	美幸 河野	美幸

乳児健診（予約） 午後 川上	千紗・武井	麻里子
予防注射（予約） 午後 春日	夏那子・松村	智彦

外　科

一般・消化器
午前 内藤	浩・深澤	孝晴

髙橋	宏一

福地	稔・谷	賢実
木暮	憲道・

調	憲（肝・胆・膵）【紹介】

福地	稔・斎藤	加奈
上原	弘聖・

阿部	知伸(心臓血管外科)

内藤	浩・深澤	孝晴
木暮	憲道・

塚越	真梨子（肝・胆・膵）

斎藤	加奈・髙橋	宏一
田部	雄一

午後（予約） 大瀧	容一（呼吸器外科）

乳腺・甲状腺
（紹介）

午前 尾林	紗弥香

午後 藤井	孝明
（14:00〜17:00）

整形外科
午前

寺内	正紀（膝）
堤	智史（脊椎）
中島	飛志（脊椎）
野仲	聡志（膝）

寺内	正紀（膝）
堤	智史（脊椎）
畑山	和久（膝）
中島	飛志（脊椎）

畑山	和久（膝）
野仲	聡志（膝）
書上	韻（一般）

堤	智史（脊椎）
中島	飛志（脊椎）
書上	韻（一般）

寺内	正紀（膝）
畑山	和久（膝）
野仲	聡志（膝）
書上	韻（一般）

午後（予約） 畑山	和久（膝）
（第1・第３）

産婦人科

一	般
午前 伊藤	理廣・金井	眞理 北原	慈和・伊藤	理廣

（8：30〜10：00） 太田	克人・小松	央憲 伊藤	理廣（不妊不育）
太田	克人 伊藤	理廣・安部	和子

午後（予約） 太田	克人（検査） 金井	眞理
手術

太田	克人
小松	央憲（産後） 伊藤	理廣（術前） 太田	克人（検査）

安部	和子

妊婦健診
午前 豊田	奏子 安部	和子 星澤	早紀（8:30〜10:00）

伊藤	理廣（10:00〜） 小松	央憲 津久井	優美子

午後（予約） 豊田	奏子 伊藤	理廣
（13:00〜14:30) 篠㟢	博光（ハイリスク）

眼　科 午前 前嶋	京子 前嶋	京子 前嶋	京子 前嶋	京子 前嶋	京子

耳鼻咽喉科（予約）
午前 工藤	毅・内山	通宏 工藤	毅・内山	通宏 内山	通宏 工藤	毅

内山	通宏 工藤	毅・内山	通宏

午後 検査 内山	通宏（嚥下）
竹越	哲男 塚田	晴代（検査） 冨所	雄一（1・3・5週）

柴野	正人（2・4週） 工藤	毅（嚥下）

麻酔科 午前 石川	愛 川崎	雅一 富岡	昭裕 髙橋	淳子 富岡	昭裕

皮膚科
午前 龍﨑	圭一郎 龍﨑	圭一郎 龍﨑	圭一郎 龍﨑	圭一郎 龍﨑	圭一郎

午後（予約） 龍﨑	圭一郎
泌尿器科 午前 羽鳥
歯　科（予約） 午前・午後 平林	晋 平林	晋 平林	晋 平林	晋 平林	晋

独立行政法人 地域医療機能推進機構

　群馬中央病院


