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【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】

●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

【患者さんの権利を守ります】

●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

【看護の理念】

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

市民公開講座報告

臨床研究部長 鯉淵 幸生

次ページへ

平成２６年９月６日土曜日、「がん診療における連携医療について」

と題して市民公開講座を開催しました。当日は暑すぎる晴天の中、120

余名の方にお集まりいただきました。休みの中、参加頂いた方々には

大変感謝いたします。

～がん診療における連携医療について～
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前ページより

市民公開講座報告

次ページへ

内容は以下の通りです。

講演１「地域連携に関して」 高崎市医師会会長 有賀長規先生

講演２「当院のがん診療連携について」
当センター地域医療支援・連携センター長 佐藤正通先生

講演３「乳がん地域連携について」 鯉淵幸生

講演４「胃がん・大腸がん地域連携について」
当センター外科医長 饗場正明先生

講演５「肺がん地域連携について」
当センター呼吸器外科医長 菅野雅之先生

講演６「肝がん地域連携について」
当センター消化器内科部長 長沼 篤 先生

「がん診療における連携医療」と聞いて「何のこと？」と思われる方が

多いと思います。ご存知のように、我が国では他国に例を見ないほど急速

に高齢化が進み、現在の国民皆保険を基盤とした社会保障制度を今後も維

持するために様々な工夫が必要とされています。それに対する国の政策の

一つが、様々な分野の医療連携の推進です。ほとんどの方はスーパーマー

ケットで肉・魚・野菜などすべてを揃えられるように、“医療も一つの病

院ですべて完結してもらいたい”と思われていると思います。でも、

ちょっと考えてみてください。人生でそう何度も買わないもの、例えば家

とか車とか特別なものはそれぞれの専門店に行くわけです。例えは悪いで

すが、がん・心筋梗塞・脳卒中などは人生で一度の特殊な病気で、それぞ

れの専門の医師がチームで診療にあたる必要があります。

では、それらが落ち着いた後、例えば車でいえば定期点検は車を買った

ディーラーに持っていきますが、洗車、ガソリンを入れる、オイル交換な

どは近所の店で行うことが多いと思います。がんにおける連携医療もそれ

と同じようにお考えいただけるとわかりやすいです。がんの治療がひと段

落して落ち着いたら、その他の高血圧、高コレステロール血症は近所のか

かりつけ医で見てもらう。また、胃や腸の手術後の症状や肝がん治療後の

ウイルス性肝炎は消化器を専門とする開業医で診てもらう。肺の手術後の

症状は呼吸器を専門とする開業医で見てもらう。そして、３～１２か月ご

とにがんの治療を行った病院での定期診察。いかがですか？おわかりいた

だけましたでしょうか。
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市民公開講座報告
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前ページより

この日の講演はこのような話をそれぞれの分野の先生がそれぞれの
立場から講演しました。一度に５種類のがんの最新の診断と治療につ
いて群馬県を代表する専門家から話を聞く機会などなく、がん治療専
門医である私にとっても非常に勉強になりました。

最後に、高崎市医師会が日本に先駆けて行っているがん検診につい
て、当日有賀高崎市医師会会長がお話になった内容を記させていただ
きます。
高崎市では胸部検診と乳がんマンモグラフィ検診を全国に先駆けて

完全デジタル化しました。その最大のメリットは、前回の検診とも比
較が容易になったということです。例えば胸部検診の写真は前回のも
のと重ね合わせる事で、新たな小さな病変も確実に発見することがで
きます。またマンモグラフィは、地域医療センターに全てのデータを
集める事で、市内のどの医療機関で撮影しても前回のものとの比較が
可能で、正確性が格段に向上しました。胃のABC検診も他に類を見な
い簡便なすぐれた検診です。どうか皆さん、高崎市のこのすぐれたが
ん検診システムを享受してがんの早期発見にお役立て下さい。
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市民健康医学講座報告

統括診療部長 小川 哲史

わが国はこれから超少子高齢化社会を迎え、それに伴い医療や福祉が崩

壊することが危惧されています。すでに認知症や孤立死などの問題が、

連日マスコミを賑わせています。また終末期医療に関しては、厚生労働

省やいくつかの学会によるガイドラインがありますが、いまだ社会全体

で統一した見解がないのが現状です。誰でも自分の希望に沿った治療を

受け、最後は平穏に逝きたいと考えると思います。巷ではエンディング

ノートや延命治療に関する本がベストセラーになっていますが、実際に

最後が近づいてからでは本人の意思を確認することは困難で、主治医や

家族が治療を選択する場合がほとんどで、本人の希望と異なることがあ

るかも知れません。自分の希望に沿った治療を受けるためには、元気な

時から自分の望む医療、望まない医療を「事前意思表示書：リビング・

ウィル」として書面に残すことが大切です。そして、その人が生活する

地域、その人に関わる全ての人たちがその思い「事前意思表示書」を尊

重し共有することが必要だと思います。

当センターでは「事前意思表示書」としてご覧の「私の意思表示ノー

ト」を作成しました。Ｂ５版の１８ページの小冊子です。外来や病棟の

書棚やカウンターにノートを置き、誰でもお持ち帰れます。また、当セ

ンターのホームページからダウンロードもできます。地域での普及をめ

ざし、高崎市の地域包括支援センターや安中市役所にも置いていただき、

また医師会とも連携し、高齢者施設や病院、医院での配布や使用も始ま

りました。

「元気な時から自分の最後を考えよう」～意思表示ノートの活用～

先日の市民健康医学講座には２０名近い市民

の方に参加していただきました。

今後も市民のみなさんと顔を合わせて一緒に

考える機会を作りたいと思います。誰にでも

人生の最後は必ず訪れます。非常に重く難し

い問題ですが、みんなで一緒に考えましょう。
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市民健康医学講座報告

消化器内科部長 長沼 篤

「B型・C型肝炎の最新治療」

次ページへ

去る９月１０日水曜日に、市民健康医学講座を担当させていただきま
した。平日のお忙しい中、多くの方々にお集まりいただきありがとうご

ざいました。以下に講演内容の要点をご紹介致します。

最初は肝炎についての啓発活動についてお話しました。チラシ、ポス

ター、テレビ、新聞、インターネットなど様々なツールにより、肝炎ウ

イルス検査の普及啓発に向けた取り組みがされています。厚生労働省の

統計では、国民の約半数がまだ肝炎ウイルス検査を受検していません。

B型・C型慢性肝炎では進行するまでほとんど症状が出ないため、これ

まで一度も肝炎ウイルス検査を受検していない方は、是非一度は受検し

て下さい。次にB型肝炎治療における最新の話題として、平成２６年３

月に新しい抗ウイルス薬であるテノホビルが国内で利用可能となったこ

とをご紹介しました。従来から使用されてきたエンテカビルでは妊娠し

ている患者さんでは安全に使用できませんでしたが、今回妊婦にも比較

的安全に使えるテノホビルが発売されたことは朗報です。更にテノホビ

ルでは、治療中に耐性ウイルスが出現する頻度が非常に少ないこともメ

リットです。

続いてC型肝炎治療における最新の話題として、平成２６年９月に新

しい抗ウイルス治療薬であるダクラタスビル・アスナプレビル併用療法

が世界で初めて国内で利用可能となったことをご紹介しました。従来、

根治が期待できる治療法はインターフェロン製剤を含む治療のみでした。

しかし今回のダクラタスビル・アスナプレビル併用療法は、内服薬のみ

で根治が期待できる画期的な治療法です。
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市民健康医学講座報告

適応となる方は、ゲノタイプ1B型のC型慢性肝炎またはC型代償性肝

硬変の方で、①高齢や合併症でインターフェロンを含む治療ができない

患者さんや、②過去のインターフェロン治療が無効の患者さんです。内

服薬を朝夕２回服用し、２４週間の治療を行うことで約８５%の患者さ

んでウイルスを駆除できます。副作用はインターフェロンのように発熱

や食欲不振、痒みなどは出ないため身体は楽ですが、約１５%程度の患

者さんで肝障害（ASTやALTの上昇）が見られるため定期的な採血が必

要です。また１４%程度の患者さんでは治療開始前から耐性ウイルスを

持っている方がいるため、治療に先だって耐性ウイルスのチェック（採

血でできますが、保険適応はありません）をしておくことが理想的です。

C型肝炎の治療薬については今後も続々と新薬が発売されるため、治

療について悩まれている方は、是非一度専門医にご相談下さい。

前ページより
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～医療機器共同利用について～
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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＞
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 冠動脈

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

脳腫瘍 タリウム

神経受容体 ベンゾダイン

・頭頸部 唾液腺シンチ TcO4
－

・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・Tｌ・MIBG

薬物負荷心筋 Tc・Tｌ

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

消化管出血

腎臓

・全身 骨

ガリウム

タンパク漏出

※　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。

CT

MRI

核医学検査
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高崎総合医療センター

3.0Tesla MRI装置稼働のご案内

2014年7月よりPhilips社製3.0テスラMRI装置
が導入されました。3.0テスラは信号強度が
飛躍的に向上していますので、微細な血管
や不明瞭だった部分もはっきり描出できる
ようになっています。
また軟部組織のコントラスト分解能が向上
していますので、関節軟骨部の変成なども
診断できます。
したがって、低侵襲で高精度の検査が可能
です。

当院では3.0テスラをはじめ2台のMRI装置
を配し、あらゆる疾患の検査・診断に活用
しております。
どうぞご利用ください。
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セカンドオピニオンのご案内

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

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分以内 ５，４００円(消費税込み)１回につき １０，８００円が上限となります



セカンドオピニオン外来担当表
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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

呼吸器内科

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

消化器内科
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

循環器内科 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

外科
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

脳神経外科
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

放射線診断科

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 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
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お茶を飲みながら
病気のことや日々の生活のことなど

お話しませんか？

とき：平成26年 4月25日（金） 5月23日（金）
6月27日（金） 7月25日（金）
8月22日（金） 9月26日（金）

10月24日（金） 11月28日（金）
12月19日（金）

平成27年 １月23日（金） ２月27日（金）
３月27日（金）

毎回 13時 30分 ～15時 30分

ところ：高崎総合医療センター2階 Fカウンターの奥 市役所側

●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
癌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)

当日は、高崎総合医療センター相談支援センター
の看護師やソーシャルワーカーも参加いたします。

当センターでは、
がんさろんを月1回
開催しております。
がん患者さんやその
ご家族に、ご自由に
参加して頂いており
ます。
事前の申し込みは
必要ありません。

皆さまのご参加
をお待ちして
おります。

階段

外来 外来 外来

売店レストラン

検査科

が
ん
さ
ろ
ん

検査科

ED

パ
ン

F
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☆ がんピアサポーターとは
「ピア」とは仲間、「サポート」は支援という意味です。
「ピアサポート」とは、がんという病気を体験した人や
その家族等がピア（仲間）として、がん患者やその家族
等と「体験を共有し、共に考える」ことで、患者やその
家族等を支援していくことを指します。
ピアサポートを行う人を「ピアサポーター」といいます。

☆ ピアサポーターとして派遣される人
群馬県がんピアサポーター養成研修修了者

☆ ピアサポーターの活動
ピア（仲間）として、参加者（患者・家族）に寄り添い、
傾聴を主とした共感的支援を行い、がんに関連するさま
ざまな体験を共有しともに考える。

☆ 位置づけ
群馬県がんピアサポーター派遣事業に基づき、ボラン
ティアとして当センターのがんさろんに参加する。

高崎総合医療センター がん相談支援センター



独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

心臓ＣＴ
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強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
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強度変調放射線治療 (IMRT) の紹介 
当センターでは平成 22 年 10 月から前立腺がんに対する強度変調放射

線治療 (IMRT) を開始しました．平成 24 年 4 月には高精度放射線治療

装置（Novalis Tx）が稼働し，多くの患者さんを治療しています． 

強度変調放射線治療 (IMRT)とは… 

照射野の形状を変化させたビームを複数用いて，腫瘍の形に適した放射

線治療を行う新しい照射方法です．腫瘍に放射線を集中させ，周囲の正

常組織への放射線を減らすことができるため，副作用を増やすことなく，

腫瘍により強い放射線をあてることが可能となります． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直腸を避けた凹みのある線量分布が 

可能なのが IMRT の特徴です 

 

図 IMRT の線量分布の特徴 (左：IMRT，右：従来の方法) 

IMRT では，前立腺の周辺にある臓器 (直腸や膀胱など) を避けて照射することができます． 

比較的強い放射線のあたるところのみカラースケールで表示しています (周辺にある臓器に放射線が全くあたら

ないわけではありません)． 

IMRT 従来の方法 

前立腺 

直腸 

精嚢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 強度変調放射線治療 (IMRT) のイメージ 

強弱をつけた放射線を複数の方向から組み合わせること

で，腫瘍の形に合わせて放射線をあてることができます． 

IMRT の実際… 
・高精度の放射線治療のため，準備から治

療開始まで約 2 週間かかります． 

治療計画 CT 

↓検証に約 2 週間かかります 

放射線治療開始 

 

・画像誘導装置を使用し，毎回位置を確認し

ています． 

・実際の治療時間は 15-20 分です． 

・治療期間は 7-8 週です． 

 

地域医療支援・連携センターに連絡いただけ

れば，放射線科の初診予約をいたします． 

電話 ０２７－３２２－５８３５ （直通） 

泌尿器科で前立腺生検を行っていますのであわせてご相談ください。 
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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

医師 紹介コーナー

当センターの医師を紹介します

脳神経外科 中田 聡（なかた さとし）

産婦人科 内山 陽介（うちやま ようすけ）

今年４月から赴任しました脳神経外科の中田と申します。３年ぶり２回目の赴任にな
ります。
高校、大学、医者になってからも一度も群馬を出たことのない生粋の上州人であり、
特に生まれ故郷である高崎には特別の愛着を持っております。再び見知った町並み
の中で、地域の皆様方に貢献できることを心から喜ばしく思っています。
高崎総合医療センターは今や日の出の勢いで躍進を続けており、自分の居なかっ
たわずか２年の間にも、大きく診療体制が変わってきています。脳神経外科領域では
とりわけカテーテル治療の進歩により、従来難易度の高かった動脈瘤、動静脈奇形な
どの治療が増えてきていると実感しています。また、脳梗塞急性期治療においては従
来のｔＰＡ（組織プラスミノーゲンアクチベーター）静注療法のみならず、カテーテルに
よる再開通療法も今後症例の増加が予測されます。自分も県内各地の基幹病院で診
療を経験した実績を生かし、力になれればと考えています。地域の皆様方の健康のた
め、今後ともチーム一丸となって邁進する所存です。どうぞ宜しくお願い致します。

はじめまして。４月よりこちらで働かせていただいております内山陽介と申します。新
しくてきれいな病院ですが、歴史があり、各科の医師・看護師などとの連携がしっかりと
れており快適にお仕事をさせていただいております。生まれは群馬で一度は教鞭を
とっておりましたが、心機一転、医療の世界でがむしゃらに働いております。産婦人科
と聞いて真っ先に頭に浮かぶのは出産だと思います。妊娠は病気ではありません。普
通に生まれるのが当然。一般的にはそう考えられているかもしれませんが、合併症や
お産のときのリスクなど考えると決して安全ではなく、いつも命懸けだと思っています。
それだけに、無事に出産にいたるとそれまでの過程などが頭に浮かび、お産のときに
はいつも感動します。赤ちゃんとお母さんの初めての対面は神聖です。そのような場に
居合わせることができることが“産婦人科医になり本当に良かった”と思えることです。こ
れからもそういった幸せな瞬間をたくさん積み上げていきたいと思っております。よろし
くお願いいたします。
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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

登録医 ご紹介コーナー リーフレットから順番にご紹介しています

当センターの登録医の先生をご紹介します。

井田歯科クリニック

【院 長】井田 泉

【所在地】高崎市末広町７２

【電 話】０２７－３２４－１１８０

【診療科】歯科 歯科口腔外科 小児歯科 矯正歯科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】小玉 仁

【所在地】高崎市石原町３２２５

【電 話】０２７－３２７－５５６６

【診療科】循環器科・消化器科・呼吸器科
リハビリテーション科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

こだまクリニック

小玉 仁 院長

井田 泉 院長

食べる事は、生きる源です。お子さんから高齢の方まで、おいしく、食事

が出来るように最善を尽くして、日々の診療を行っています。

院長は補綴（入れ歯やブリッジ、セラミックの白い歯など）の専門認定医

です。副院長は口腔外科・睡眠時無呼吸症候群の治療を専門としています。

最新のレーザー機器でむし歯や歯周病の治療も積極的に取り組んでいます。

高崎総合医療センターに入院あるいは通院されていた患者様のうち、石

原・片岡方面の多くの方が現在当院に通院されています。当院に通院しなが

ら必要に応じ高崎総合医療センターと連携しながら患者様のご希望に添える

様取り組んでいく所存です。何でもお気軽にご相談下さい。
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-18-

当センターは、地域医療支援病院として運営しております。
かかりつけ医の先生からの紹介状をご持参願います。

（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窓口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。

リウマチ外来

内視鏡検査

泌　尿　器　科 （毎　週　交　替） （高　橋　　悟） （松　井　　強） （牧　野　武　雄） （牧　野　武　雄）

生　方　泰　成

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

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 須　藤　雄　仁 塚　越　浩　志

金　子　真　理
午後のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎
午後のみ：紹介・予約

金　子　真　理
午後のみ：紹介・予約

金　子　真　理
午後のみ：紹介・予約

関　根　和　彦
午後のみ：紹介・予約

鏑木　多映子
午後のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎
午後のみ：紹介・予約

佐藤　幸一郎
午前のみ

倉田　加奈子
午前のみ

五十嵐　恒雄
午後のみ：紹介・予約

倉田  加奈子
午後のみ

佐藤　幸一郎
午後のみ：紹介・予約

五十嵐　恒雄
午後のみ：紹介・予約

小　児　科

五十嵐　恒雄
午前のみ：紹介・予約

神　尾　綾　乃 五十嵐　恒雄
午前のみ：紹介・予約

鏑木　多映子
午前のみ：紹介・予約

金　子　真　理
午前のみ

関　根　和　彦
午前のみ：紹介・予約

鏑木　多映子
午前のみ：紹介・予約

鏑木　多映子
乳児検診・午前のみ

関　根　和　彦
午前のみ

井　田　逸　朗

福　地　英　彰 福　地　英　彰 福　地　英　彰 福　地　英　彰

（金　澤　紀　雄）
再来のみ

（金　澤　紀　雄）
再来のみ

精　神　科
井　田　逸　朗 井　田　逸　朗 井　田　逸　朗 井　田　逸　朗

小　林　紘　生
静　　毅　人

新患のみ
（小　林　洋　明） 交　　　替 静　　毅　人 （本　多　忠　暁）

循　環　器　内　科
（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来含）

齋　藤　章　宏 福　田　延　昭 広　井　知　歳 福　田　延　昭 柳　澤　三　朗

菅　野　幸　太 岩　瀬　晴　香 静　　毅　人 齋　藤　章　宏

（蘇　原　直　人）
午後

石　原　　弘
午後

星 野 ／ 椎 名 林 ／ 相 馬 工 藤 ／ 林 工 藤 ／ 鈴 木 長 沼 ／ 吉 田

椎　名　啓　介 林　　　絵　理 （宮　前　直　美）
林　絵理

新患のみ
鈴　木　悠　平 吉田　はるか 椎　名　啓　介 星　野　　　崇

原　田　直　之 相 澤 ／ 上 野

消　化　器　内　科

長　沼　　　篤 工　藤　智　洋 （宮　前　直　美） 長　沼　　　篤 工　藤　智　洋

吉田　はるか 星　野　　　崇

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 上　野　　　学 原　田　直　之

神　経　内　科
金　井　光　康 石　黒　幸　司 交　　　替

（再診のみ）
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
（道　又　敏　夫） （大　井　晋　介）

（石　井　角　保）
午後

（川　田　悦　夫）
合　田　　　史
午後：予約専門外来

総合診療科・内科

佐　藤　正　通 合　田　　　史 合　田　　　史 佐　藤　正　通 佐　藤　正　通

渡　邉　俊　樹 渡　邉　俊　樹 （大　高　行　博） 渡　邉　俊　樹

月 火 水 木 金



独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

高崎総合医療センター 外来診療担当表

-19-

（平成２６年１０月１日現在）

【土曜日も予約受付を行っています】

４月より土曜日（祝日を除く）も紹介患者の事前予約対応を行っており
ます。従来通り、医療機関からのご紹介に限ります。
当センターへの紹介の際は、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。

【連携センターからのお願い】

感染症の疑いのある患者さんをご紹介する場合は事前連絡をお願い致します。
また患者さん来院時にはマスク着用などのご説明をお願い致します。

連絡先：高崎総合医療センター内

地域医療支援・連携センター

直通電話：０２７-３２２-５８３５ （ ９時～１７時 日・祝休み ）

（園 田
第２週目

・ 須 藤）

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

飯  田  貴  俊
紹介･予約

栗   原  絹  枝
紹介･予約

栗   原  絹  枝
紹介･予約

栗   原  絹  枝
紹介･予約

片　山　雅　文
紹介･予約

本　橋　佳　子
紹介･予約

栗   原  絹  枝
紹介･予約

片　山　雅　文
紹介･予約

三　浦　秀　憲
紹介･予約：第１・３・５週目

片　山　雅　文
紹介･予約

片　山　雅　文
紹介･予約

引　田　正　宣
紹介･予約

栗   原  絹  枝
紹介･予約

引　田　正　宣
紹介･予約

永島　潤
紹介･予約

歯 科 口 腔 外 科

高　崎　義　人
紹介･予約

高　崎　義　人
紹介･予約

高　崎　義　人
紹介･予約

高　崎　義　人
紹介･予約

高　崎　義　人
紹介･予約

引　田　正　宣
紹介･予約

引　田　正　宣
紹介･予約

稲　川　元　明
紹介･予約

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 土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明 土　屋　　　明

青　木　　　宏

内　山　陽　介 青　木　　　宏 （金　井　眞　理） 多　胡　佳　織

産　婦　人　科

伊　藤　郁　朗 伊　藤　郁　朗 内　山　陽　介 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

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 中　田　　　聡 栗　原　秀　行 ＜手　術　日＞ 笹　口　修　男 大　谷　敏　幸

荒　　　毅

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

新　井　　　厚 ＜毎　週　交　替＞ 新　井　　　厚

＜手　術　日＞

大　澤　敏　久

荒　　　毅 大　澤　敏　久 米　山　友　貴

米　山　友　貴 （柳　澤　信　明）
午後

呼　吸　器　外　科 渥　實　　潤 ＜手　術　日＞ 菅　野　雅　之

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

荻　野　美　里
第１・３・５週目

（小田原　宏樹） 常　田　祐　子

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

常　田　祐　子 荻　野　美　里

緩　和　医　療　科 田　中　俊　行 田　中　俊　行 田　中　俊　行 田　中　俊　行
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行事などのお知らせ ～当センターで実施する行事等～

●●● 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)

【市民健康医学講座】
『緩和医療のＡＢＣ

～かんわってなに？～』

講師：外科（緩和医療科）医長
田中 俊行

日時：平成２６年１１月５日（水）
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

立体駐車場

駐車場

体育館

地域医療研修センター

【出入口】

病院

【
正
面
玄
関
】

高崎総合医療センター案内図

駐輪場

ぐ
る
り
ん

【Ｃａｎｃｅｒ Ｂｏａｒｄ】
『がん化学療法時にみられる

皮膚障害と治療ストラテジー』

日時：平成２６年１１月７日（金）
１８時～

場所：当センター２階 大会議室
対象：がん診断･治療に携わる職種の方

【がん診療連携拠点病院講演会】

『がん医療における患者・家族の意思決定』

日時：平成２６年１１月２０日（木） １８時３０分～２０時

講師：さいたま赤十字病院 緩和ケア診療科部長 原 敬 先生

場所：当センター２階 大会議室 対象：医療従事者

日時：

平成26年11月26日(水)

18時～

場所：当センター2階

大会議室

No． 病棟 年齢 性別 臨床診断 担当医 紹介病院
消化器

南6

消化器

北7

呼吸器 敗血症

センター 悪性リンパ腫

2135 79 男性 土岐内科医院相馬膵管内乳頭状粘液産生腫瘍

2134 74 女性 須藤病院

2132 80 男性 日高リハビリテーション病院

転移性肺癌 工藤

原

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

