
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

〒３７０-０８２９ 群馬県高崎市高松町３６

代表(TEL)０２７-３２２-５９０１

地域医療連携室(TEL)０２７-３２２-５８３５

(FAX)０２７-３２２-５９２５

【【【【理念理念理念理念】】】】

患者さんから信頼される病院を目指します

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】

●常に患者さん本位の医療を心がけます

●研鑽に励み、安全で良質な医療を提供します

●医療連携を積極的に推進し、地域医療に貢献します

●良き医療従事者の育成に努めます

●臨床研究を推進します

●健全な病院経営を行います

【【【【患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの権利権利権利権利をををを守守守守りますりますりますります】】】】

●誰でも良質で安全な医療を受ける権利があります

●患者さんの人格や価値観が尊重され、医療提供者との相互協力のもとで医療

を受ける権利があります

●病気、治療等について、十分な説明を受ける権利があります

●他の医師の意見(センカンドオピニオン)を求める権利があります

●病気等について十分な説明を受けたうえで、自分の意志で検査や治療方法を

選択したり、他の医療機関を選択する権利があります

●医療情報に関する個人のプライバシーが守られる権利があります

【【【【看護看護看護看護のののの理念理念理念理念】】】】

人間の尊厳を大切にし、専門的な知識、技術を持ち、心のこもった看護を提供します

地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室はははは

「「「「地域医療支援地域医療支援地域医療支援地域医療支援・・・・連携連携連携連携センターセンターセンターセンター」」」」にににに変変変変わりますわりますわりますわります

地域医療支援・連携センター長 佐藤 正通

次ページへ

我々が今暮らしている現代、皆様の目にはどんな時代として映っているので

しょうか。戦後間もなく施政されました社会保障に纏わる法整備、これによっ

てもたらされている日本社会や人の在り方においても一定の成熟を迎えている

ように思えます。戦後日本が最も辛い時期に多くの希望と夢を未来に託し実現

するために時の人々によって築きあげられてきた現代日本は、以前では考えも

及ばなかった社会保障上の実りを人々に提供しつつも、新しい多くの内外的問

題をはらんでいることも、今を生きる人間にとっての現実ではないでしょうか。

未来へ豊かな地域社会を託すために、今、この時に、人々から求められる地域

社会のあるべき姿を築いて行こうとすることが、今を生きる者の責任のように

考えております。
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地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携はははは「「「「地域医療支援地域医療支援地域医療支援地域医療支援・・・・連携連携連携連携センターセンターセンターセンター」」」」にににに変変変変わりますわりますわりますわります

前ページより

予測される日本の未来は日本立国以来未曾有の人口形態を示していくこ

とは明確であり、その最たるものとして“人口の減少”“全世界的に類を

みない高齢化社会”なのだと考えられています。特に医療、介護を包括す

る社会保障領域において、生産層の進行的な減少と消費層の増大に対し、

既に多くの施策や事業は実行に移されており、そのような時代にあるべき

地域社会を目指してくための提言も次々になされております。その中でも

地域医療を照らす一つの光明として期待され、既にいくつもの事業、施策

がなされているのが地域医療連携を用いた地域完結型医療への提言であり

ます。

時を遡ること平成１５年、当時の国立高崎病院において地域医療連携室

が発足致しました。当時を振り返ってみると、多くは院内での診療形態、

運用の整備、職員の意識改革に労力は費やされていたように記憶しており

ます。しかしこのような状況下にあっても、高崎・安中地域における地域

医療連携への期待は大きく、また手付かずであった事業についても行政的

推進も相まって次々と地域内病院間を以て着手することで一定の成果を上

げるに至っております。群馬県による地域医療支援病院の設置、医療法改

正による特定疾病における地域内医療連携の推奨、診療報酬改正による連

携医療の評価など、医療連携による地域医療構築、検討、模索は現在進行

形をもってなされております。群馬県広域、そして高崎・安中二次医療圏

における高崎総合医療センターの役割、責任をしっかりと認識し、これを

地域の人々へ、そして地域医療人に対し公共性を以て表現していく上で地

域医療連携は既に院内最重要の中央診療部門と捉えております。この様な

認識に立脚し高崎総合医療センター地域医療連携室では、地域医師会（高

崎、碓氷安中、群馬郡）、地域内３１医療機関の協力と地域医療への理解

により、“安心安全な連携医療提供体制の地域内構築”と“地域内病床の

有効利用”を目的に、平成２４年度より高崎・安中地域連携会議及び地域

連携実務者会議を発足するに至りました。同会議により地域医療連携に纏

わる様々なシステム、診療・看護・介護形態、運用方法について、医師、

看護師、社会福祉士、事務担当者の方々によりface to faceで検討がなさ

れるようになりました。同会議の発足により、平成２５年４月１日をもち

まして高崎総合医療センターは「病院の連携室」から「地域の連携セン

ター」を目指し、“地域医療支援・連携センター”と名称を変更し、地域

からの信頼を得るべくさらなる連携事業の集約、推進、充実に取り組んで

参る次第にございます。

地域の皆様が暮らしやすい安全・安心な高崎・安中地域を目指して、地

域内医療人そして地域の人々と共に歩む姿勢をこれからも大切にして参り

ます。



小児科 宇都宮 朋宏
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市民健康医学講座市民健康医学講座市民健康医学講座市民健康医学講座のののの報告報告報告報告

ＴＴＴＴ
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「「「「知知知知っておきたいこどものアレルギーっておきたいこどものアレルギーっておきたいこどものアレルギーっておきたいこどものアレルギー

～～～～気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息・アトピー・アトピー・アトピー・アトピー性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎・・・・

食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー～」～」～」～」

平成２５年３月２５日に「知っておきたいこどものアレルギー～気管支喘息、

アトピー性皮膚炎、食物アレルギー～」と題して講演を行いました。１８時開

始という時間設定のため、小さなお子さんのいらっしゃるご家庭につきまして

は、参加は非常に難しかったことと思われます。それにもかかわらず、多くの

方に参加していただき感謝しております。簡単ではありますが、講演の一部を

報告させていただきます。

①気管支喘息

小児の気管支喘息の悪化因子としては、ダニ（ハウスダスト）や、煙草の煙

、気候、感染等が挙げられます。自宅におけるダニ対策として、布団をこまめ

に干すこと、天候の影響でどうしても布団を干せない時は、ゆっくりと掃除機

がけを行うと効果があります。また、カーペットはなるべく避け、ぬいぐるみ

も極力減らすかこまめに洗うのがよいと思います。

②アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎に関しては、治療を開始する前に、まず正しいスキンケア

を行うことと皮膚の悪化因子を除去することが重要です。スキンケアが不十分

ですと、汗や汚れ、細菌（主に黄色ブドウ球菌）などが皮膚を刺激し、痒みが

強くなり、痒みが強いと皮膚を掻いてしまいます。その結果、皮膚症状が更に

悪化してしまいます。また、悪化因子としては汗や汚れの他にも、紫外線、花

粉、ダニ、ペット、乳児なら食物、学童ならストレス等も考えられ、各自にあ

った対策が求められます。

③食物アレルギー

食物アレルギーの原因食物は、鶏卵・牛乳・小麦の順となっており、この３

品目で過半数を占めています。一方、これらの食品は、過去にアレルギー症状

が認められたとしても、多くの場合、成長に伴い耐性獲得を期待できます。従

って、確定診断のために血液検査結果や誤食のエピソード等を踏まえながら、

定期的に経口負荷試験を受けていただく必要があります。また､重度の食物アレ

ルギー児においては､誤食に伴うショック症状や、強い呼吸器症状等の出現に備

えてアドレナリン自己注射薬（エピペン
®
）を所持していただくとよいと思いま

す。

太ももの前外側に垂

直になるように注射

する。緊急の場合は

衣服の上からでも注

射できます。



緩和ケュース



医療機器共同利用医療機器共同利用医療機器共同利用医療機器共同利用のごのごのごのご案内案内案内案内
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～～～～医療機器共同利用医療機器共同利用医療機器共同利用医療機器共同利用についてについてについてについて～～～～

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

当センターで保有しています医療機器を、地域の医療機関の先生方にもご利

用いただき、患者さんの診療および治療に役立てていただくため、医療機器の

共同利用を行っています。

このシステムのご利用にあたり、手続きが必要です。手続きに関するお問い

合わせは、地域医療支援・連携センターまでご連絡ください。

＜お問い合わせ＞＜お問い合わせ＞＜お問い合わせ＞＜お問い合わせ＞

地域医療支援・連携センター 直通電話 027-322-5835

（平日 8：30～17：00の間） 直通ＦＡＸ 027-322-5925

　○検査項目一覧

通常撮影の他に

脳血管

・CTAngio 胸部大動脈

腹部大動脈

下肢血管

・CTコロノグラフィ 大腸

・Dual Source CT

通常撮影の他に

・MR　Angio 脳血管

冠動脈

・MRトラクトグラフィ

・MR　VSRAD

・MRS

・MRCP

脳血流シンチ IMP

・頭部 ECD

神経受容体 ベンゾダイン

・甲状腺 ヨード摂取率

副甲状腺 MIBI

・肺 換気 Kr

血流 MAA

・心臓 安静心筋 Tc・MIBG

薬物負荷心筋 Tc

心筋脂肪酸代謝 2核種

・腹部 副腎皮質 アドステロール

副腎髄質 I-123MIBG

腎臓

・全身 骨

ガリウム

※　核医学の検査項目は実施できる曜日が限られております。キャンセルが出来ません。

　　事前準備が必要な場合がございますので、予約の際に当センター放射線技師が対応いたします。

CTCTCTCT

MRIMRIMRIMRI

核医学検査核医学検査核医学検査核医学検査
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医師医師医師医師のののの紹介紹介紹介紹介

当当当当センターセンターセンターセンター医師医師医師医師のののの紹介紹介紹介紹介をををを致致致致しますしますしますします

小児科 神尾 綾乃(かみお あやの)

脳神経外科 大谷 敏幸（おおたに としゆき）

はじめまして、神尾綾乃と申します。高校までを静岡県浜松市で過ごし、群

馬大学医学部を卒業後小児科医として働いています。

今までの主な勤務先ですが、群馬大学附属病院で１年研修後、深谷赤十字病

院、その後東京女子医大第二病院（現 東京女子医大東医療センター）、鳥取

県立総合療育センターや松江赤十字病院（島根県）に勤務し、３年前から群馬

に戻ってまいりました。

以前、当センター小児科勤務をしておりましたが、出産にともない一時退職

し(その間定期外来だけ続けさせていただいておりました)、このたび平成２４

年１０月より再び通常勤務に復帰いたしました。小児科２次医療としての機能

を果たせるように努力していきたいと考えております。

地域の先生方におかれましては、改善すべき点がございましたらご指導いた

だければ幸いと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

皆さんこんにちは、大谷敏幸と申します。埼玉県深谷市出身。埼玉県立熊谷

高校を経て、平成５年に群馬大学医学部を卒業。同年脳神経外科に入局し、当

センターには平成２３年１０月より勤務しております。脳腫瘍、脳血管障害を

主体に診療させていただいております。内頚動脈狭窄症の治療をsubspecialty

としており、症候性や高度狭窄の方に対しては手術（頚動脈内膜剥離術）や脳

血管内治療（頚動脈ステント留置術）を病態にあわせてご提案いたします。内

頸動脈狭窄症は全身病変であるアテローム血栓症の一部であり、冠動脈病変や

閉塞性動脈硬化症も併せて治療する場合があります。循環器内科や放射線科な

ど、他科と連携し総合的に診療していくことを心掛けております。外来は毎週

金曜午前です。

脳疾患は麻痺や失語等の後遺症と隣り合わせではありますが、ひとりでも多

くの方が笑顔で日常生活に戻り、再度社会で活躍していただける様に頑張りた

いと考えております。今後ともご指導のほど宜しくお願いいたします。
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登録医登録医登録医登録医 ごごごご紹介紹介紹介紹介コーナーコーナーコーナーコーナー

当当当当センターのセンターのセンターのセンターの登録医登録医登録医登録医のののの先生先生先生先生をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

上原内科医院上原内科医院上原内科医院上原内科医院

【院 長】上原 昭夫

【所在地】高崎市中豊岡町１２５-３

【電 話】０２７－３２７－６９５５

【診療科】内科・胃腸科・循環器科・アレルギー科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】道又俊子

【所在地】高崎市栄町１４-５

【電 話】０２７-３２２－８５５０

【診療科】整形外科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

内堀整形外科医院内堀整形外科医院内堀整形外科医院内堀整形外科医院

上原昭夫上原昭夫上原昭夫上原昭夫 院長院長院長院長

道又俊子道又俊子道又俊子道又俊子 院長院長院長院長

当院は近くて待たずに気軽に相談できるホームドクターとしての役割を果しつ

つ、専門病院としての高崎総合医療センターとの連携を緊密にして、医療の質の

高さも維持していきたいと思っております。

内科一般診療に高齢者に多い腰痛、肩凝り性に対する理学療法なども取入れ、

また糖尿病・甲状腺疾患などの専門分野に力を入れております。更に消化管電子

内視鏡、超音波診断装置、骨塩量測定器等の医療機器の更新・充実に努めており

ます。

医療は患者さんからのフィードバックが何より大切。必ず診療後の経過を教

えてもらえるよう（良くなったか悪くなったか、変わらないか）信頼関係をお互

いに築き上げたいと強く感じます。

昭和３５年に開設。今のビル診になって２０年になりました。運動器を扱う科

として、『動く喜び、動ける幸せ』を患者さんと共に実感できる場所でありたい

と思います。
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セカンドオピニオンのごセカンドオピニオンのごセカンドオピニオンのごセカンドオピニオンのご案内案内案内案内

当センターではセカンドオピニオン外来を実施しております。

概要につきましては以下のとおりです。

◆◇対象患者さん◇◆

・現在当センター以外の医療機関で診療を受けている患者さん、ご家族

・現在の主治医（他医療機関）の診断及び治療方針について、当センター医師に参

考意見を求め、患者さんご本人が自らの疾患をより理解し適切な診療を選択する

等の為に、セカンドオピニオン外来の活用を望む方

・原則として主治医（他医療機関）からセカンドオピニオンを目的とした紹介状及

びフィルム等の検査資料を当院に提供可能な患者さん、ご家族であることを要し

ます （主治医にセカンドオピニオンを受けるための紹介状等をお願いすれば対

応してもらえます）

・相談者がご家族の場合は、原則として患者さんの同意を得た場合といたします

◆◇実施診療科◇◆ 【各科の専門医が対応いたします】

内科・神経内科・精神科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科

外科・乳腺、内分泌外科・整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科

皮膚科・産婦人科・泌尿器科・眼科・放射線診断科・放射線治療科・歯科口腔外科

◆◇予約方法◇◆

＊完全予約制です＊完全予約制です＊完全予約制です＊完全予約制です

受付時間 月曜～金曜 ８時３０分～１７時の間

※ 精神科の受付時間は 月曜～金曜 ８時３０分～１２時迄となります

事前にご予約電話を受け付け、担当専門医と日程調整を行った後に折り

返し当センターより連絡させて頂きます

代表 ０２７―３２２―５９０１ にお電話頂きセカンドオピニオン係と

お申し付け下さい

◆◇セカンドオピニオン外来時間◇◆

月曜～金曜 １３時３０分から１５時３０分の間で調整

（診療科によって曜日は異なります）

◆◇費用◇◆

３０分 ５，２５０円（税込）とし、１回 １０，５００円が上限となります
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セカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオン外来担当表外来担当表外来担当表外来担当表

科 名 医 師 名 専 門 曜 日

内科 佐藤 正通 内科全般、血液内科 火曜日

神経内科 石黒　幸司

神経内科学、神経内科一般、水頭症の診断と

治療

金曜日

精神科 井田 逸朗 メンタルヘルス 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日

茂木 充 呼吸器全般 金曜日

清水 雄至

呼吸器全般、アレルギー疾患（眼･鼻･皮膚･眼

除く）

火曜日、金曜日

高木　均 肝臓、胆、膵臓 火曜日、水曜日

工藤　智洋 食道、胃、大腸 火曜日、木曜日

長沼　篤 消化器病一般、肝臓病 木曜日

佐々木 豊志

冠動脈ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝの適応、ﾊﾞｲﾊﾟｽ手術の適

応、浸襲的治療の可否、循環器全般

金曜日

広井　知歳 狭心症・心筋梗塞の治療（カテーテル治療） 金曜日

小児科 五十嵐　恒雄 小児科全般・未熟児・新生児 水曜日

饗場　正明 消化器外科全般 水曜日（14：30～15：30）

坂元　一郎 消化器外科全般 水曜日

乳腺・内分泌外科 鯉淵　幸生 乳癌全般・甲状腺外科 金曜日（午前）

整形外科 新井 厚 脊椎･脊髄疾患、整形外科全般 月曜日

栗原　秀行 脳・脊髄腫瘍、脳神経外科全般 火曜日

笹口　修男 脳血管障害 木曜日

呼吸器外科 菅野 雅之 肺癌、縦隔腫瘍、呼吸器外科全般 木曜日

心臓血管外科 坂田 一宏

心臓血管外科全般（小児などの先天性疾患は

除く）

木曜日

皮膚科 龍崎 圭一郎 皮膚外科、皮膚腫瘍 火曜日

産婦人科 伊藤 郁朗 婦人科腫瘍、緩和ケア 火曜日、金曜日

泌尿器科 牧野　武雄 泌尿器科全般 金曜日

眼科 土屋 明 眼科全般（眼腫瘍を除く） 水曜日、木曜日

根岸 幾 画像診断ＣＴ･ＭＲ中心 木曜日（平成24年7月～）

佐藤　洋一 画像診断ＣＴ･ＭＲ中心 火曜日

放射線治療科 北本　佳住 悪性疾患の放射線治療 火曜日

歯科口腔外科 高崎　義人 口腔外科全般、顎変形症、インプラント 月曜日、水曜日、木曜日

脳神経外科

放射線診断科

セカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオン外来外来外来外来　　　　医師別対応表医師別対応表医師別対応表医師別対応表

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

外科



-10-

当センターでは当センターでは当センターでは当センターでは、、、、

毎月毎月毎月毎月1111回がん回がん回がん回がんさろんさろんさろんさろん

を開を開を開を開催しております催しております催しております催しております。。。。

がん患者さんやそのがん患者さんやそのがん患者さんやそのがん患者さんやその

ご家族にご家族にご家族にご家族に、、、、ご自由に参加ご自由に参加ご自由に参加ご自由に参加

して頂いておりますして頂いておりますして頂いておりますして頂いております。。。。

事前の申し込みも特に必事前の申し込みも特に必事前の申し込みも特に必事前の申し込みも特に必

要ありません要ありません要ありません要ありません。。。。

お茶を飲みながらお茶を飲みながらお茶を飲みながらお茶を飲みながら

病気のことや日々の生活のことなど病気のことや日々の生活のことなど病気のことや日々の生活のことなど病気のことや日々の生活のことなど

お話しませんか？お話しませんか？お話しませんか？お話しませんか？

とき：平成とき：平成とき：平成とき：平成25252525年年年年 4444月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金） 5555月月月月24242424日（金）日（金）日（金）日（金）

6666月月月月28282828日（金）日（金）日（金）日（金） 7777月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金）

8888月月月月23232323日（金）日（金）日（金）日（金） 9999月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金）

10101010月月月月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） 11111111月月月月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

12121212月月月月20202020日（金）日（金）日（金）日（金）

平成平成平成平成26262626年年年年 １月１月１月１月24242424日（金）日（金）日（金）日（金） ２月２月２月２月28282828日（金）日（金）日（金）日（金）

３月３月３月３月28282828日（金）日（金）日（金）日（金）

毎回毎回毎回毎回 13131313時時時時 30303030分分分分 ～～～～15151515時時時時 30303030分分分分

ところ：高崎総合医療センターところ：高崎総合医療センターところ：高崎総合医療センターところ：高崎総合医療センター2222階階階階

FFFFカウンターの奥カウンターの奥カウンターの奥カウンターの奥 市役所側市役所側市役所側市役所側

皆さまのご参加皆さまのご参加皆さまのご参加皆さまのご参加

をお待ちしておりをお待ちしておりをお待ちしておりをお待ちしており

ますますますます。。。。

当日は、高崎総合医療センター内のがん相談支援セン

ター看護師やソーシャルワーカーも参加いたします。

ﾚｽﾄﾗﾝ

業務用

階段

外来 外来 外来
検査科

がががが

んんんん

ささささ

ろろろろ

んんんん

検査科

ED F

売

店

●当院へ駐車の場合、駐車料金（４時間まで２００円）がかかります。

ご了承下さい。さろんについてのお問い合せは、高崎総合医療センター

がん相談支援センターまでお願い致します。

電話：027-322-5901(病院代表)



【【【【ＣＰＣＣＰＣＣＰＣＣＰＣ（臨床病理示説会）（臨床病理示説会）（臨床病理示説会）（臨床病理示説会）】】】】

日時：平成２５年５月２２日（水）１８時～

場所：国立病院機構 高崎総合医療センター ２階大会議室

【【【【市民健康医学講座市民健康医学講座市民健康医学講座市民健康医学講座】】】】

『最近の歯科事情

～安全にインプラント

治療を受けるために～』

講師：歯科口腔外科部長 高崎義人

日時：平成２５年５月１５日(水)

１８時～

場所：当センター ２階 大会議室

対象：一般市民の方、医療従事者
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行事行事行事行事などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせらせらせらせ ～～～～当当当当センターでセンターでセンターでセンターで実施実施実施実施するするするする行事等行事等行事等行事等～～～～

立体駐車場

駐車場

体育館

地域医療研修センター

【【【【出入口出入口出入口出入口】】】】

病院病院病院病院

【【【【

正

面

玄

関

正

面

玄

関

正

面

玄

関

正

面

玄

関

】】】】

高崎総合医療センター案内図

駐輪場

ぐ

る

り

ん

●●● バックナンバー ●●●

当センターのホームページより広報紙バックナ

ンバーをご覧いただけます。

http://www.tnho.jp/koho/index.html

■■■ 編集室より ■■■

登録医の先生方からのご寄稿・ご意見をお待ち

しております。地域医療支援・連携センターま

でご連絡をお願い致します。

電話 ０２７－３２２－５８３５

(地域医療支援・連携センター直通)

【【【【ＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒ ＢｏａｒｄＢｏａｒｄＢｏａｒｄＢｏａｒｄ】】】】

★５月はお休みです

No． 病棟 年齢 性別 臨床診断 担当医 紹介病院

総診 右被殻出血 渡邉

南6 ＤＩＣ 石澤

消化器 肝癌（胆管細胞癌疑い) 久保田胃腸科内科クリニック

北7 腹膜播種 久保田先生

呼内 左上葉肺癌

北5 多発脳梗塞

2110 49 男性 なし

相馬

関谷

2106 71 男性 なし

2109 75 男性



独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

高崎総合医療高崎総合医療高崎総合医療高崎総合医療センターセンターセンターセンター 外来診療担当表外来診療担当表外来診療担当表外来診療担当表

（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））
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内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

総合診療科・内科総合診療科・内科総合診療科・内科総合診療科・内科

佐　藤　正　通 合　田　　　史
合　田　　　史

午前：一般   午後：紹介・予約

佐　藤　正　通 佐　藤　正　通

渡　邉　俊　樹 渡　邉　俊　樹 櫻井　優一郎 渡　邉　俊　樹 櫻井　優一郎

相　馬　宏　光 相　馬　宏　光 （大　高　行　博） （川　田　悦　夫）

内分泌代謝外来内分泌代謝外来内分泌代謝外来内分泌代謝外来

（石　井　角　保）

午後

（道　又　敏　夫） （大　井　晋　介）

（安　部　　純）

午後

神　経　内　科神　経　内　科神　経　内　科神　経　内　科

金　井　光　康 石　黒　幸　司 大　塚　　　真 金　井　光　康 （櫻　井　篤　志）

（櫻　井　篤　志）

午後のみ：紹介・予約

呼　吸　器　内　科呼　吸　器　内　科呼　吸　器　内　科呼　吸　器　内　科

茂　木　　　充 茂　木　　　充 清　水　雄　至 茂　木　　　充 清　水　雄　至

相　澤　智　弘 関　谷　貞　文 原　田　直　之 原　田　直　之 相　澤　智　弘

消　化　器　内　科消　化　器　内　科消　化　器　内　科消　化　器　内　科

高　木　　　均 高　木　　　均 宮　前　直　美 工　藤　智　洋 高　木　　　均

長　沼　　　篤 星　野　　　崇 小板橋　絵理 長　沼　　　篤 工　藤　智　洋

小板橋　絵理

新患のみ

小　柏　　　剛 上　原　早　苗 小　柏　　　剛 星　野　　　崇

（蘇　原　直　人）

午後

石　原　　弘

午後

星野 ／ 上原 工　藤　智　洋 相 馬 ／ 小 柏 高 木 ／ 宮 前 長 沼 ／ 小板橋

循　環　器　内　科循　環　器　内　科循　環　器　内　科循　環　器　内　科

（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来含）（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来含）（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来含）（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来含）

佐々木　豊志 佐々木　豊志 佐々木　豊志 佐々木　豊志 柳　澤　三　朗

齋　藤　章　宏 岩　瀬　晴　香 広　井　知　歳 静　　毅　人 小　林　紘　生

小　林　洋　明 福　田　延　昭 静　　毅　人 福　田　延　昭 （本　多　忠　暁）

静　　毅　人

新患のみ

（金　澤　紀　雄）

再来のみ

齋　藤　章　宏

（金　澤　紀　雄）

再来のみ

精　神　科精　神　科精　神　科精　神　科

井　田　逸　朗 井　田　逸　朗 井　田　逸　朗 井　田　逸　朗 井　田　逸　朗

須　藤　　　哲 須　藤　　　哲 須　藤　　　哲 須　藤　　　哲 須　藤　　　哲

小　児　科小　児　科小　児　科小　児　科

奥野　はるな 宮　川　陽　一

神　尾　綾　乃

乳児検診・一般

宮　川　陽　一 佐藤　幸一郎

五十嵐　恒雄

午前のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎
五十嵐　恒雄

午前のみ：紹介・予約

奥野　はるな 宇都宮　朋宏

橋　本　真　理

午前のみ：紹介・予約

五十嵐　恒雄

午後のみ：紹介・予約

奥野　はるな

午後のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎

午後のみ：紹介・予約

小　林　美　帆

午前のみ：紹介・予約

宇都宮　朋宏

午後のみ：紹介・予約

神　尾　綾　乃

午後のみ：紹介・予約

宇都宮　朋宏

午後のみ：紹介・予約

宇都宮　朋宏

午後のみ：食物負荷

五十嵐　恒雄

午後のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎

午後のみ：紹介・予約

宮　川　陽　一

午後のみ：紹介・予約

饗　場　正　明

[消化器]

小　川　哲　史 清　水　　尚

宮　前　洋　平 茂　木　陽　子 戸　谷　裕　之

緩　和　医　療　科緩　和　医　療　科緩　和　医　療　科緩　和　医　療　科
田　中　俊　行 田　中　俊　行 田　中　俊　行 田　中　俊　行

外　　　科外　　　科外　　　科外　　　科

坂　元　一　郎

[消化器]

乳腺・内分泌外科乳腺・内分泌外科乳腺・内分泌外科乳腺・内分泌外科

鯉　淵　幸　生

[乳腺・甲状腺]

鯉　淵　幸　生

[乳腺・甲状腺]

鯉　淵　幸　生

[乳腺・甲状腺]

（高　他　大　輔）

隔週

鯉　淵　幸　生

第２・４週目

小田原　宏樹 小田原　宏樹
小田原　宏樹

第１・３・５週目

常　田　祐　子

心 臓 血 管 外 科心 臓 血 管 外 科心 臓 血 管 外 科心 臓 血 管 外 科
＜手　術　日＞ 山　岸　敏　治 坂　田　一　宏

呼　吸　器　外　科呼　吸　器　外　科呼　吸　器　外　科呼　吸　器　外　科
渥　實　　潤 ＜手　術　日＞ 菅　野　雅　之

整　形　外　科整　形　外　科整　形　外　科整　形　外　科

新　井　　　厚 ＜毎　週　交　替＞ 新　井　　　厚

＜手　術　日＞

大　澤　敏　久

荒　　　毅 （須　藤　執　道） 大　澤　敏　久 園　田　裕　之

園　田　裕　之

（柳　澤　信　明）

午後

荒　　　毅

形　成　外　科形　成　外　科形　成　外　科形　成　外　科

＜手　術　日＞

（午前）

内　田　悦　弘

＜手　術　日＞

（午前）

内　田　悦　弘

脳　神　経　外　科脳　神　経　外　科脳　神　経　外　科脳　神　経　外　科
吉　田　貴　明 栗　原　秀　行 ＜手　術　日＞ 笹　口　修　男 大　谷　敏　幸

皮　膚　科皮　膚　科皮　膚　科皮　膚　科

龍崎　圭一郎
龍崎　圭一郎

[学童外来] 午後予約

＜手　術　日＞

龍崎　圭一郎 龍崎　圭一郎

岡　田　悦　子 岡　田　悦　子 岡　田　悦　子 岡　田　悦　子

泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科
（牧　野　武　雄） （高　橋　　悟） （松　井　　強） （牧　野　武　雄） （牧　野　武　雄）

産　婦　人　科産　婦　人　科産　婦　人　科産　婦　人　科

伊　藤　郁　朗 伊　藤　郁　朗 矢　崎　　　聡 片　貝　栄　樹 伊　藤　郁　朗

片　貝　栄　樹 片　貝　栄　樹

(木　暮　圭　子）

＜産後検診＞

多　胡　佳　織 青　木　　　宏

矢　崎　　　聡 青　木　　　宏 （金　井　眞　理） 多　胡　佳　織

眼　　　　　　科眼　　　　　　科眼　　　　　　科眼　　　　　　科
土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明

放 射 線 治 療 科放 射 線 治 療 科放 射 線 治 療 科放 射 線 治 療 科

北　本　佳　住

紹介･予約

北　本　佳　住

紹介･予約

北　本　佳　住

紹介･予約

北　本　佳　住

紹介･予約

永島　潤

紹介･予約

永島　潤

紹介･予約

永島　潤

紹介･予約

永島　潤

紹介･予約

歯 科 口 腔 外 科歯 科 口 腔 外 科歯 科 口 腔 外 科歯 科 口 腔 外 科

高　崎　義　人

紹介･予約

＜手　術　日＞

高　崎　義　人

紹介･予約

高　崎　義　人

紹介･予約

高　崎　義　人

紹介･予約

稲　川　元　明

紹介･予約

稲　川　元　明

紹介･予約

稲　川　元　明

紹介･予約

稲　川　元　明

紹介･予約

片　山　雅　文

紹介･予約

片　山　雅　文

紹介･予約

片　山　雅　文

紹介･予約

片　山　雅　文

紹介･予約

萩　原　僚　一

紹介･予約

萩　原　僚　一

紹介･予約

萩　原　僚　一

紹介･予約

萩　原　僚　一

紹介･予約

引　田　正　宣

紹介･予約

引　田　正　宣

紹介･予約

引　田　正　宣

紹介･予約

引　田　正　宣

紹介･予約

摂食・嚥下、口腔ケア外来摂食・嚥下、口腔ケア外来摂食・嚥下、口腔ケア外来摂食・嚥下、口腔ケア外来

稲　川　元　明

紹介･予約

（佐　藤　光　保）

紹介･予約

（注）１．受付時間は08:30～11:00迄となっております。予約の場合は、最終予約時間迄となっております。なお、再来受付機は08:15から受付しております。

　　　２．精神科の初診の患者さんは完全予約制となります。精神科外来までご連絡をしていただき、来院日のご予約をお願いいたします。

　　　３．土、日、祝日、年末年始は休診です。

　　　４．紹介状のお持ちの方、紹介事前予約の方は、地域医療連携室で受け付けております。

　　　５．学会等により、休診または医師が交替する場合があります。院内掲示をご覧ください。

　　　６．待ち時間を少なくするため予約診療をお勧めします。診療予約は、各科外来で医師にご相談ください。

　　　７．（　　）の医師は非常勤です。

当院は、地域医療支援病院として運営しております。できる限り、かかりつけ医の先生からの紹介状をご持参願います。


