
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

強度変調放射線治療強度変調放射線治療強度変調放射線治療強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）についてについてについてについて

～～～～特特特特にににに前立腺癌前立腺癌前立腺癌前立腺癌のののの治療治療治療治療においてにおいてにおいてにおいて～～～～

放射線治療センター 北本 佳住

次ページへ

医療関係者ですから、世間で医療関連の話題が出れば自然と耳に入ります。最近はがん

の話題もそれほどタブー視されなくなり、がんの治療についての話もよく耳にします。

それでもがんの放射線治療の話となるとそれほど耳にすることはありません。がん保険

の特約などで重粒子線治療の話が出るくらいでしょうか。皆さんは強度変調放射線治療

（IMRT）という治療についてお聞きになったことがあるでしょうか。



-2-

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

強度変調放射線治療強度変調放射線治療強度変調放射線治療強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）（ＩＭＲＴ）についてについてについてについて

前ページより

この治療はどこでもできるというわけではありませんが｡通常の放射線治療装置を使用

して行う放射線治療であり、高崎総合医療センターでも2010年から開始しています。言葉

での説明でご理解いただくのはなかなか難しい治療法ですが、要はコンピュータ技術と最

新の放射線治療装置を使用して、病気に放射線を集中して、周りの正常な組織への放射線

を極力減らす治療方法です｡簡単に言うと、副作用をできるだけ減らして、効果を最大限

に引き出す放射線治療です。当センターでは、このIMRTで前立腺癌を中心に実績を積み上

げています。

前立腺は男性のみにある臓器で、前立腺癌は男性のみが患う癌です。その治療方法には、

手術、放射線治療、薬物療法（主にホルモン療法）があります。それぞれの特徴として、

手術は病巣を取り出してしまうわけですから治癒の見込みが高い治療方法で、治療も短期

間で済みます。ただし、神経や尿道を切除するため、副作用として尿漏れや男性機能の低

下が問題になります。

放射線治療は、当センターの場合、２か月ほどの通院が必要です。ただし、治療は痛く

もかゆくもありません。副作用は治療中に頻尿などの排尿の症状、治療後しばらくしてか

ら血便などが起こることがありますが、このような副作用がIMRTで治療することにより低

減可能です。

ホルモン療法は男性ホルモンを抑える治療です。手術や放射線治療と組み合わせること

も多く、定期的な注射や薬の内服だけで済みます。ただし、男性機能低下や女性の更年期

障害のような症状が出ることがあります。またホルモン療法のみでは病気を抑え込むだけ

で、治癒させるのは難しいと言われています。

医療の進歩は目覚ましく、放射線治療も例外ではありません。皆さんのすぐ近くで、昔

見たSF映画の一場面のような治療が実際に行われています。もし、がんでお悩みになった

時には一度、放射線治療のことを調べてみてください。

従来の放射線治療 IMRT

色がついている範囲が治療されている部位。IMRTのほうが

従来の照射法に比べて、前立腺（オレンジ）の形に沿った形状

での治療となっていることがわかる。特に、副作用で問題とな
る直腸（ピンク）への線量が低減している。

強度変調放射線治療（IMRT）を施行するためのNovalis Tx
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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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～～～～皮膚皮膚皮膚皮膚のののの健康健康健康健康～～～～

皮膚科 龍崎 圭一郎

①皮膚の構造、②スキンケアについて、③皮膚疾患について
以上３項目について講演を行いました。

①皮膚は人体最大の臓器で、面積は平均1.6m2、重量は皮下組織まで含めるとおよそ

９kgにもなります。人体の最外層で内臓などを保護しています。

②「皮膚が弱い」という言葉を時々耳にします。「皮膚が弱い」とはどういうことを意味す

るのでしょうか。調べてみると多くは、肌荒れしやすい、皮膚病（湿疹や水虫など）に

なりやすい、傷ができやすい、かぶれやすいことを指しているようです。「皮膚が弱

い」人だけではなく、年齢や環境悪化により皮膚疾患が増加している今、皮膚の世

話をする、すなわち「スキンケア」が重要になってきています。「スキンケア」は、皮膚

を清潔に保つこと、乾燥を防ぐこと、紫外線対策が重要です。入浴時にはゴシゴシ

擦らずやさしく洗って石鹸をよく洗い流すこと、入浴後には保湿剤を塗るようにしま

しょう。紫外線対策はとにかく日光に当たらないように衣服、帽子、日傘を使用し、日

焼け止めクリームを塗りましょう。にきびが気になる人もいるでしょう。にきび対策は、

洗顔で汚れや余分な皮脂を洗い落とし、しっかりすすぐ（洗いすぎに注意）、規則正

しい生活をする、 脂質や糖質を多く含んだものは避ける、 油性の化粧品は避ける、

髪の毛がかからないように気をつける 、便秘に気をつける 、ストレス発散を心がけま

しょう。

③最後に皮膚疾患について、湿疹や水虫などのありふれた疾患から、帯状疱疹、皮膚

癌などについて、スライドを多く示しながらお話をさせていただきました。特に皮膚癌

は命に関わることがあります。心配なことがあったら皮膚科医の診察を受けてください。
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がんがんがんがん診療拠点病院講演会診療拠点病院講演会診療拠点病院講演会診療拠点病院講演会（（（（６６６６月月月月１３１３１３１３日開催日開催日開催日開催））））報告報告報告報告

ＴＴＴＴ
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次ページ

テーマテーマテーマテーマ「「「「医療介護福祉医療介護福祉医療介護福祉医療介護福祉のののの現場現場現場現場でででで考考考考えるえるえるえる倫理倫理倫理倫理」」」」

をををを開開開開催催催催してしてしてして

がん性疼痛看護認定看護師

羽鳥 裕美子

平成２５年６月１３日(木)、さいたま赤十字病院緩和ケア診療科部長、緩

和ケアチーム専従医師の原敬先生をお招きし、講演会を開催いたしました。

原敬先生は、消化器外科学、医学哲学、倫理学、対人援助論、緩和ケアをご

専攻され、幅広い分野でご活躍されておられます。今回、当センターにおい

てのご講演をお引き受けくださり、心より感謝申し上げます。また、当日は

院内および院外より、医師・看護師・MSWなど地域で活動されている方々に

多数参加いただき感謝申し上げます。

今回、「医療介護福祉の現場で考える倫理」と題しまして、ご講演いただ

きました。医療介護福祉の現場では倫理が重要だといわれています。臓器移

植、がんの告知、安楽死・・・倫理はこういった場面でしばしば問題にされ

ます。倫理とはいったい何なのでしょうかと原先生から聴講者に問われまし

た。倫理とは、人と人の間のルール、筋道、ものさしであり、臨床倫理では、

目の前の患者さんに何をするか、どうしたらうまくいくか、どのようにすべ

きかを考えることと学びました。医療者の価値観は、相手のニーズに応じる

こと、相手の身になって考える事、自分の良心に照らして考える事、その人

らしさを支える事、患者中心の医療を実践すること、思いやりの心で相手に

寄り添う事、安全を守る事などがあげられますが、しかし自己と他者はこと

なる個であることを意識する重要性に気づかされました。自分がそう思って

も、相手はそうではないということを忘れてはならないということです。私

たちは医療介護福祉の現場において、自分がなぜそうするべきであると思う

のか、行為の根拠を自分自身の動機や意図の中に求めること、自分自身のも

のさしを問い直す事、問いかける事の重要性を多くの事例から学びました。

また、カンファレンスや委員会等で倫理を考える際には、患者さんの利益や

援助になるのかどうかを問うという視点で議論を展開していかなければなら

ないと感じました。今回の講演に参加された聴講者のアンケートからは、自

分自身のものさしを問い直すこと、自分を振り返る機会となったという沢山

の意見をいただき、大変有意義なものとなりました。

今後、講演会での学びを参加者の一人ひとりがご自分の立場の実践に役立

てていければ思います。今後も地域のがん医療の質の向上を目指し、講演会

および事例検討会を企画していく予定ですのでたくさんの方の参加をお待ち

しております。



高精度放射線治療装置（Novalis Tx）は，….

高度な照射位置精度が必要であるため，ガンマナイフでは局所麻酔

を伴う固定が必須でしたが，Novalis Txでは，Flame less固定（専用

Shellによる固定）を導入し低侵襲性を実現しています．

また，画像誘導装置を使用し1 [mm]以内の精度で実施しています．

放射線治療の適応が広がっています

平成24年4月から高精度放射線治療装置（Novalis Tx）が導入さ

れ，脳転移への定位放射線治療が開始されました．

脳転移は終末期医療に於いて，QOLを低下させる大きな要因

の一つであり，その解消に有効な手段とされています．

定位放射線治療とは…

標的に大線量の放射線を集中させる治療のことで，

γ-Knife（ガンマナイフ）と同等の局所制御が期待されます．

定位放射線治療のために…

正確な標的設定が必要であるため造影MRI検査と固定用Shellの作成が

必須です．また治療にかかる時間は，1回約30分程度です．

治療前 治療後

治療前 治療後

高崎総合医療センター高崎総合医療センター高崎総合医療センター高崎総合医療センター 放射線治療センター放射線治療センター放射線治療センター放射線治療センター
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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

産婦人科 矢﨑 聡(やざき さとし)

皮膚科 岡田 悦子（おかだ えつこ）

産婦人科の矢﨑 聡です。出身は群馬県で、今年で医者としては８年目ですが始

めの研修医２年間は母校の獨協医科大学で研修をし、３年目は群馬大学産婦人科

へ入局し、４年目は群馬中央総合病院・５年目は群馬大学・６年目は公立富岡総合

病院・７年目はさいたま赤十字病院と毎年移動をしながら修行をしています。

今年は高崎総合医療センターへ希望を出させて頂き、配属となりました。こちらの病

院に希望を出した1番の理由としましては、婦人科腫瘍についての深い知識や技術

を身につけることであり、日々精進しております。

まだ慣れていないところもあり、皆様にはご迷惑をかけると思いますが、これからも御

指導・御鞭撻の程宜しくお願い致します。

平成２５年４月に赴任しました皮膚科の岡田悦子です。高崎市出身で、市内

の小中学校、高校から群馬大学を卒業後、栃木県の基幹病院や群馬大学附属病

院に勤務して参りました。やっと腰を据えて地元高崎市の医療に関われるよう

になり、嬉しく思います。群馬大学では皮膚外科、おもに皮膚がんの診療に携

わってきましたが、皮膚科全般に精通した医療を心がけています。長い間、当

院の皮膚科は一人医長診療でしたが、この度２人に増員となったことで、ます

ます地域医療にお役に立ちたいと考えております。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。。。。

月岡内科医院月岡内科医院月岡内科医院月岡内科医院

【院 長】月岡鬨夫

【副院長】月岡玄吾

【所在地】高崎市岩鼻町２５８－１

【電 話】０２７－３４６－１２２６

【診療科】内科・消化器科・胃腸科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】小川展二

【所在地】高崎市矢中町３１２－９

【電 話】 ０２７－３８４－８０００

【診療科】外科（内視鏡）･消化器外科

腫瘍外科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

小川小川小川小川クリニッククリニッククリニッククリニック

小川 展二 院長

子供の頃から今日まで当地で過ごしてきました。昭和47年から二代目として地域の人達の診療

をさせてもらっています。一人ひとりその人に適した医療を心がけています。

昭和26年開業以来、三代60年以上地域医療を専念しています。内科一般診療を行っておりま

すが、特に苦痛の少ない経鼻内視鏡、大腸内視鏡、腹部エコー、血圧脈波検査、物忘れ検診な

ど日々努力しております。

高崎市矢中町に『小川クリニック』を開院させて頂きました。当院では、気軽に相談できる皆様

の『かかりつけ医』として丁寧に分かりやすく説明した上で納得して頂ける事を心がけ、地域医療

に貢献させて頂きたいと思っています。がん、悪性腫瘍などの早期発見診断のために内視鏡装

置（経鼻・経口・大腸） １６列全身対応CT・超音波診断装置（腹部・甲状腺・乳腺・心臓・頸動脈）、

X線デジタル診断装置を完備しています。カゼや切り傷・やけど・湿疹などの際にも気軽に受診

してください。更に、患者様やご家族の希望があれば自宅での看取りなど在宅医療にも積極的

に取り組んでいきます。

月岡鬨夫院長・月岡玄吾副院長
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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



-11-

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

精神科 井田 逸朗 メンタルヘルス 木曜日

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

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

小川　哲史 消化器外科全般、特に悪性腫瘍の手術 木曜日

饗場　正明 消化器外科全般 水曜日

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 月曜日、火曜日、水曜日

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

眼科 土屋 明 眼科全般（眼腫瘍を除く） 水曜日、木曜日、金曜日

根岸 幾 画像診断ＣＴ･ＭＲ中心 木曜日

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 金曜日

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

画像診断科

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

呼吸器科

消化器科

循環器科

外科
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心臓心臓心臓心臓ＣＴＣＴＣＴＣＴのごのごのごのご案内案内案内案内

診察と心臓CT検査を初診日に
SIEMENS SOMATOM Definition Flash with stellar Detector Flash speed. Lowest dose

いつも患者様のご紹介大変ありがとうございます。2012年6月に次世代マルチスライスCTによ

る冠動脈CTAをはじめまして順調に運営しております。

６月中旬から１２月中旬の半年で冠動脈CTは450例を超えており、日本最高水準の高画質・低被

ばくが実現されています。当センターの冠動脈カテーテル治療は年間465件とおかげさまで大幅に

増加しております。ひとえに先生方からのご紹介によるものでございます。誠にありがとうござ

います。

このたび、従来通りのご紹介方法に加えて、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をををを介介介介したしたしたした「「「「初診日初診日初診日初診日にににに

診察診察診察診察とととと心臓心臓心臓心臓CT検査検査検査検査をををを行行行行えるえるえるえる」」」」予約方法ができ、心臓ＣＴ検査を行っております。この検査は、

検査結果・診療情報提供書を郵送し自院で説明する方法と、当センターで説明する方法を選択で

きるようになっており、前者ですと当センターに来院されるのは1日です。10時以降に来院され、

採血・心電図・診察・内服処方・心臓CTを行い3時頃に終わります。

・胸部症状のあるかた

・胸部症状がないが、心電図変化のある方

・胸部症状や心電図変化がないが、糖尿病、高血圧、脂質異常、家族歴などがあり、動脈硬

化が心配な方

上記のような方がいましたらご紹介いただければ幸いです。是非ご利用ください。

よろしくお願いいたします。

方法 ① 当センター連携室に心臓CT用の紹介状（別紙）と事前予約申込用紙をFAX。
② 受診/心臓CT検査日時をTELにてご報告いたします。

高崎総合医療センター 循環器内科 一同



【【【【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）】】】】 ７月、８月はお休みです

次回９月２５日（水）の予定です

【【【【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】】】】

『知って欲しい内視鏡

～検査と治療～』

講師：消化器内科医長 工藤 智洋

日時：平成２５年８月２１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】】】】

『放射線診断科 癌攻略
「外堀から攻める読影法」』

日時：平成２５年９月６日（金）

１８時～

場所：当センター２階 大会議室

対象：一般の方、医療従事者
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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７７７７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

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：糖尿病

（井　上　　　誠） （井　上　　　誠）

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

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

外　　　科外　　　科外　　　科外　　　科

坂　元　一　郎
[消化器] ＜手　術　日＞

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

ストーマ外来ストーマ外来ストーマ外来ストーマ外来 第２・４週目午後のみ：予約 第１・３・５週目午後のみ：予約

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）

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

（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、地域医療支援・連携センター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。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。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。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。
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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７７７７月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））
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月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

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

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、地域医療支援・連携センター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。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。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。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。当院紹介の際は、地域医療支援・連携センターを通した事前予約にご協力下さい。当院紹介の際は、地域医療支援・連携センターを通した事前予約にご協力下さい。当院紹介の際は、地域医療支援・連携センターを通した事前予約にご協力下さい。当院紹介の際は、地域医療支援・連携センターを通した事前予約にご協力下さい。
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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)


