
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

地域医療支援･連携ｾﾝﾀｰ(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

在宅在宅在宅在宅・・・・施設施設施設施設でででで胃胃胃胃ろうろうろうろうカテーテルカテーテルカテーテルカテーテル交換交換交換交換をををを行行行行いますいますいますいます!!!!!!!!

群馬大学教育学部障害児教育学講座

准教授 吉野 浩之

次ページへ

「医食同源」の言葉の通り、適切な栄養は健康の基本です。食事・栄養とい

う日常生活でとても重要なことに対して、私たちは群馬県内はもちろん、全国

的にも「栄養療法」を広くアピールしてきました。この栄養療法の中で、「胃

ろう」（PEG：ペグ）は食べることに困難がある患者にとって非常に有意義

な器具ですから、胃ろうにも力を入れてきました。こうした結果、群馬県は全

国的に見ても「栄養療法の先進県」と言われるようになりました。
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在宅在宅在宅在宅・・・・施設施設施設施設でででで胃胃胃胃ろうろうろうろうカテーテルカテーテルカテーテルカテーテル交換交換交換交換をををを行行行行いますいますいますいます!!!!!!!!

前ページより

しかし、近頃この「胃ろう」を巡ってさまざまな議論が起きています。一部の

医師や政治家、マスコミなどで、「胃ろう悪者説」が言われています。「胃ろう

のせいで医療費が高騰する」とか、「胃ろうを作った患者が幸せではない」と。

本当にそうでしょうか？残念ながら、一部にそういったケースがあることは否定

できません。しかし、そうしたケースは「適切な管理がされていない」「正しい

知識に基づいて使われていない」ということがほとんどなのです。「幸せな胃ろ

う」のためには、正しい管理が必要です。

では、正しい管理とはどんなことでしょう？胃ろうがあっても、少量の食事が

できる人も少なくありません。こうした方には食べる訓練（摂食嚥下訓練）が必

要でしょう。また、ものを食べていなくても口腔ケアは欠かせません。胃ろうか

ら注入する栄養の量や質の検討も重要です。さらに、胃ろうの器具（胃ろうカテ

ーテル）を定期的に交換する必要があります｡これまで､この「胃ろう交換」は､

病院や診療所で行うことが主流でした。患者はもちろん、ご家族や施設の職員方

の付添いも大変だと思います。

平成２４年７月から、ぐんま栄養療法ネットワーク・前橋支部では、施設や在

宅に医師が訪問して胃ろう交換を行う事業をスタートしました。自宅で療養して

いる患者や介護・療養施設など往診をいたします。前橋だけではなく、高崎はも

ちろん近隣の市町村も訪問できます。胃ろう交換にあわせて、栄養についての相

談、食べること（摂食嚥下）についての相談、情報提供なども承ります。主治医

の先生とご相談の上、ご希望の患者や施設がありましたら、下記までご連絡いた

だければ対応いたします。ぜひ、お気軽にご利用ください。

連絡先 ：社会保険群馬中央総合病院 地域連携･総合企画課 担当：須田

Tel: 027-223-1373 FAX: 027-223-1374（平日午前8：30～午後6：00）

「訪問胃ろう交換についての相談」 とおっしゃって下さい。

（交換予定の２か月前くらいまでにご相談いただければ、予約が

スムーズになります）

極細径内視鏡（PEGスコープ）を

使った胃内の観察と確認

施設看護師さんとの事前打ち合わせ



主任栄養士 小川 祐介
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「「「「糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病についてについてについてについて

～～～～正正正正しいしいしいしい炭水化炭水化炭水化炭水化物量物量物量物量をををを知知知知ろうろうろうろう～」～」～」～」

糖尿病患者は年々増加しており、糖尿病患者とその予備軍を合計すると

2200万人を超え
※1

、まさに国民病と呼ぶべき疾患となっています。新しい治療

や新薬の開発も積極的に進められていますが、糖尿病の予防・治療にはやはり

食事療法を欠かすことはできません。特に炭水化物、糖質という言葉は最近耳

にする機会が多くなったのではないかと思います。今回は、炭水化物という視

点からみた食事についてお話したいと思います。

炭水化物、タンパク質、脂質を３大栄養素といいますがそれぞれの血糖へ

の影響は大きく違います。これはそれぞれの血糖への変化をグラフ
※2

にしたも

のですが、炭水化物は食べた分のほぼ１００％が血糖に変わります。タンパク

質は糖尿病が進行している方の場合最大５０％程度が血糖に変わる場合もあり

ますが､通常であれば１０％程度しか変わりません｡同様に脂質も食べた分の１

０％程度しか血糖に変わりませんが、消化に時間がかかるので上がった血糖が

下がりにくくなるという特徴も持っています。つまり高カロリーの食事が血糖

を上げるというわけではなく、高炭水化物の食事が血糖を上げるということに

なります。炭水化物を食べ過ぎるとインスリンは多く必要になります。また炭

水化物はカロリーがありますので、食べ過ぎにより過体重になるとインスリン

の効きが悪くなってきます。これをインスリン抵抗性といいます。インスリン

抵抗性が上がることで膵臓はさらに沢山のインスリンを作らなくてはならなく

なるので、膵臓は徐々に疲弊し、インスリンを充分に作れなくなってきます。

これが糖尿病の発症の原因にもなります。１日当たりの炭水化物の摂取目安量

はおおむね必要エネルギー量の５０～６０％程度が推奨されています。
※3

普段

の食事の参考としてみて下さい。
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血糖値を大きく上昇させない食べ方として「炭水化物を重ね食いしない」こ

とを意識するのも大事です。例えば麺類とごはんを一緒に食べたり、パンと

ジュースを一緒に飲んだりしていませんか？こういった組み合わせは炭水化物

の摂りすぎになる可能性が高く大きく血糖値を上げる原因になりますので注意

が必要です。また、「野菜から食べ始める」ことで血糖の上昇を抑えるという

テクニックがあります。野菜に含まれる食物繊維には糖分の吸収をゆっくりに

させる働きがありますので、主食の前に野菜のおかずを食べることで、血糖の

急激な上昇を抑えることができます。また調味料のおすすめは酢で、酢には糖

分の消化を遅らせる働きがあります。

一方で、炭水化物の極端な制限は以下のような症状を引き起こす可能性もあ

るので注意が必要です。例えば頭痛、下痢などが起こったり、ケトン体という

物質が多量に生成され、意識障害を引き起こすことが知られています。また、

結果的に高タンパク質、高脂肪食となるので、腎臓や膵臓などの内臓がダメー

ジを受ける可能性も指摘されています。今年の１月に日本成人病学会で、興味

深い発表がありました。糖質制限食については長期的な効用は認められず、む

しろ死亡率を高める可能性
※4

がある、という内容です。また先月には日本糖尿

病学会より、炭水化物を極端に制限した食事療法は現時点では勧められない
※5

、

といった発表もされています。その他にも、炭水化物制限食は短期的には血糖

値の低下、体重減少がみとめられるが、長期的にはかえって心臓病の発生率を

高め、死亡率を上昇させるという報告も出てきています。

結局のところ現段階では極端な炭水化物制限食は推奨できませんが、一定量

の炭水化物量を摂取しながらかつ食べ方にも配慮した食事をして頂くことが重

要と思います。皆様の今後の食生活の参考に少しでもなれば幸いです。
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※3 ※3

参考資料

※1 ※2

※3 ※3
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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



緩和ケュース
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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 宮川 陽一(みやがわ よういち)

救急科 小平 明弘（こだいら あきひろ）

平成２５年４月から高崎総合医療センター救急科で勤務しています。平成２年、

帝京大学を卒業後、同大学病院外科に入局しました。７年程関東で勤務した後、

岩手県で地域医療に携わってきました。

６年程前に出身地の群馬県に帰ってきて、救急医療を中心に働かせていただい

ています。これからも各科医師や地域の医師方と連携を密にし、西毛地区の救急

医療の一助になれるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

平成２５年４月から小児科で勤務しています。出身は沼田市で、沼田高校から群馬

大学に進学しました。２年間の初期研修は伊勢崎市民病院でおこない、昨年度から群

馬大学小児科へ入局し、群馬大学附属病院に勤務していました。こちらに勤務して

数ヶ月経ちましたが、日々周囲の方々に助けられ、また、子どもたちの笑顔に癒されな

がら楽しく働いています。小児の患者はまだ自分で上手く症状を訴えることができない

ため、それを感じ取って、最善の医療を提供できるように心がけています。

まだまだ未熟な私ではありますが、西毛地区の小児医療に少しでも貢献できるよう頑

張りたいと思います。どうぞよろ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。。。。

うめやまうめやまうめやまうめやま医院医院医院医院

【院 長】梅山知一

【所在地】高崎市連雀町５８

【電 話】０２７－３２８－５５００

【診療科】泌尿器科・外科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】海老原英毅

【所在地】高崎市昭和町１０２

【電 話】０２７－３２２－４７２１

【診療科】婦人科・内科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

海老原医院海老原医院海老原医院海老原医院

梅山知一梅山知一梅山知一梅山知一 院長院長院長院長

海老原英毅海老原英毅海老原英毅海老原英毅 院長院長院長院長

泌尿器科、外科を中心に大学病院、一般病院にて１８年間を勤務医とし

て過ごした後、高崎市にクリニックを開院して１１目になります。これま

での経験を基に地域の皆様のお役に立てればと思っております。

腎臓、膀胱、前立腺などの腫瘍や炎症を中心に泌尿器科全般を対象とし

ている医院です。包茎、夜尿症などの小児泌尿器、頻尿、尿漏れなどの女

性の泌尿器科相談、ＥＤなどの男性更年期、バイアグラなどについても受

付しています。

母が昭和２６年に診療所を開いて以来、半世紀以上。親子４代にわたっ

てお付き合いが続いているご家庭も少なくありません。これからも家庭医

として地域のために頑張ります。

私は更年期障害を中心に内科的疾患の治療を行っています。母のモッ

トーであった「困っている人の話を十分に聞く」ということを心に刻み、

患者さんのお話しをよく聞くように心がけております。

長女の夫が消化器を専門としており、「胃カメラ検査はこんなに楽なん

だ」と喜んで下さる患者さんが多く心強く思っております。
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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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独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

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
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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６月２６日（水） １８時より

場所：国立病院機構 高崎総合医療センター 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】】】】

『皮膚の健康』

講師：皮膚科医長 龍崎 圭一郎

日時：平成２５年６月１９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

※次回７月１７日 精神科担当です
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独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

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】】】】

日時：平成２５年６月７日（金）

１８時～

看護部

『がん化学療法看護認定看護師

の役割と取り組について』

がん化学療法看護認定看護師

大野 望

No． 病棟 年齢 性別 臨床診断 担当医 紹介病院

循環器 拡張型心筋梗塞

南５ 糖尿病

総診 高血糖高浸透圧症候群 大高

センター 消化管出血 鈴木（悠）

総診 悪性リンパ腫 佐藤

南６ 胸水貯留 稲田

2108 62 男性 齋藤

群馬大学医学部附属病院循

環器内科　金子善明先生

2111 91 女性 二之沢病院　　森田豊穂先生

2113 67 男性 昭和病院



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５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））
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リウマチ外来リウマチ外来リウマチ外来リウマチ外来

内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査

（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。

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

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

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

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

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

青　木　　　宏

矢　崎　　　聡 青　木　　　宏 （金　井　眞　理） 多　胡　佳　織

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

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）

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

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

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

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

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

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

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

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]

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

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

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

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

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

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

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

小　林　紘　生

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

（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

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

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

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

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

（井　上　　　誠） （井　上　　　誠）

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

櫻井　優一郎

相　馬　宏　光 相　馬　宏　光 （大　高　行　博） （川　田　悦　夫）

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

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金


