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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

〒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

第第第第３３３３回地域連携回地域連携回地域連携回地域連携スキルアップセミナースキルアップセミナースキルアップセミナースキルアップセミナー開催報告開催報告開催報告開催報告

消化器内科医長 工藤 智洋
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～「高崎・安中地域連携スキルアップセミナー」に、～「高崎・安中地域連携スキルアップセミナー」に、～「高崎・安中地域連携スキルアップセミナー」に、～「高崎・安中地域連携スキルアップセミナー」に、

ぜひご参加下さい～ぜひご参加下さい～ぜひご参加下さい～ぜひご参加下さい～

「顔の見える連携」「開かれた地域連携」を目指して始まった地域連携スキル

アップセミナーですが、早くも第３回目が１月１２日（土）に開催されました。

今回は特別講演とパネルディスカッションの２部構成でした。特別講演には神奈

川県立がんセンターの吉川貴己先生をお招きして、「がんと栄養療法」というタ

イトルでご講演いただきました。『体重減少はがんの重要な予後因子である』と

いうテーマについて、生化学の基礎から臨床での栄養管理に至るまで非常にわか

りやすくご教授いただきました。
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がん患者さんは常に無酸素運動と同じ状況にあり、骨格筋は分解されてがん細

胞の栄養になってしまいます。また、そのような悪液質の状態に対しては、カ

ロリーの摂取だけでは不十分でありエイコサペンタエン酸（EPA）を加えるこ

とが重要ということがわかりました。

第２部は「もう一度口から食べるために～高崎・安中地域における口腔ケア

と嚥下療法の連携～」と題しまして、６名のパネリストをお招きして各分野か

らそれぞれご講演いただきました。ホワイト歯科クリニックの黒田真右先生と

介護老人保健施設 若宮苑の渡辺圭子先生からは、介護老人保健施設で行われ

ている歯科訪問診療について、群馬大学の吉野浩之先生は、在宅での胃ろう交

換を支援するための前橋地域の取り組みについて、また高崎健康福祉大学の棚

橋さつき先生は在宅における口腔ケアや嚥下リハビリの課題についてご教授い

ただきました。当院からは、歯科口腔外科の稲川先生が摂食・嚥下リハビリ外

来と口腔ケア外来の取り組みについてと、小川主任栄養士から地域において嚥

下訓練食を統一する必要性についてそれぞれご講演いただきました。当院の摂

食・嚥下、口腔ケア外来につきましては、稲川先生が詳しくご案内しておりま

すのでそちらをご参照下さい。

最後に、日本大学歯学部摂食機能療法科の佐藤光保先生と当センターの小川

哲史先生が司会となり、６名のパネリストと会場の参加者も交えて「もう一度

口から食べるために」をテーマに有意義な討論を行っていただきました。

当日は朝の最低気温が−４℃、日中でも８℃を下回る凍えるような一日でし

たが、会場は集まった８５名の方の熱気が満ちており、汗ばむような状態でし

た。参加された皆様におかれましては、年明け早々のお忙しい中、４時間近く

もの長時間をおつきあいいただき、誠にありがとうございました。今年もよろ

しくお願いいたします。
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外来名称 口腔ケア・嚥下外来

担当 歯科口腔外科 稲川元明（いながわ もとあき）

診察日 毎週木曜日【前日までに担当まで直接電話予約】毎週木曜日【前日までに担当まで直接電話予約】毎週木曜日【前日までに担当まで直接電話予約】毎週木曜日【前日までに担当まで直接電話予約】

診療内容 口腔ケアや食事に関するアドバイス、嚥下機能評価

検査内容 嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査

2009年の秋に当院に新設された歯科口腔外科では、開設以来入院されている患者さ

んへの口腔ケアや、嚥下機能評価とリハビリテーションに力を注いでまいりました。

たとえば口腔ケアと一言ですむようなこの言葉も、さまざまな全身状態の患者さんに

個別に対応することがほとんどです。すべての患者さんに同じやり方での対応が難し

く、赴任以来ずいぶん苦労も工夫もしてまいりました。効率よくお口の中の環境を維

持して、むせこみなどなく安全に食事をすることで健康を取りもどすお手伝いをさせ

ていただくことは、総合病院で働く歯科医師としてやりがいのある業務でもあります。

今回院内での過去３年間の努力の成果を、高崎・安中地域で少しでも役立てること

を目的として、2013年１月より「口腔ケア口腔ケア口腔ケア口腔ケア・・・・嚥下外来嚥下外来嚥下外来嚥下外来」を開設いたしました。始めた

ばかりで手さぐりの状態ですが、在宅または介護施設や病院にいらっしゃる患者さん

やそのご家族、担当されているスタッフの方々などを対象に、効率のいい口腔ケア、

安全な食事の形態や食事の際の姿勢、嚥下のリハビリテーションなど、患者さんそれ

ぞれに対応した実際的なアドバイスや、必要があれば嚥下の機能検査などを行うよう

な往診システムを持ちあわせた外来にしていくつもりです。

さらに地域連携の核となる｢ぐんま栄養療法ネットワーク(http://nn-gunma.org/)｣

と密接に連携することで、地域における診療・情報共有システムを整備し、ご依頼に

速やかに対応できるようにしていきたいと思います。

「お口の健康を維持して安全に食事ができるようになること」というシンプルな目

標を達成するために、当科でできることはすべてやっていこうと考えております。ご

協力できることがございましたらどうぞお気軽にご相談ください。



呼吸器内科部長 茂木 充

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

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

-4-

「「「「COPD(COPD(COPD(COPD(慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患））））のののの話話話話

～～～～タバコがタバコがタバコがタバコが肺肺肺肺をををを破壊破壊破壊破壊するするするする～～～～」」」」

健康日本21の中で、平成24年よりCOPDCOPDCOPDCOPD (慢性閉塞性肺疾患)は、がん、循環器疾患、

糖尿病につぐ4番目の生活習慣病として取り上げられ、発症予防と重症化予防に努める

ことが謳われています。COPDは主にタバコが原因で起こる呼吸器疾患です。肺気腫、慢

性気管支炎といわれていた病態を含んでいます。肺気腫は肺胞壁の破壊により肺の末梢

の気腔が異常に拡張した病態（気腫性病変）で、慢性気管支炎は気管支に慢性的に炎症

が続き気管支壁が肥厚し分泌液が増加した状態（末梢気道病変）ですが、これらはタバ

コによって同時に様々な程度に合併しておこることが多いため、これらを総称してCOPDCOPDCOPDCOPD

と呼びます。主な症状は、労作時息切れや慢性の咳、痰です。肺機能検査で閉塞性換気

障害（勢いよく吐けない状態）を呈します。40歳以上の日本人では約8.6％、全国で500

万人以上がCOPDに罹患しているとされています。COPDの最大の危険因子は喫煙ですが、

COPDを発症するのは喫煙者の約15～20％で、タバコの感受性には個人差があります。

COPDの病態生理としては、まず、タバコ煙によって肺の炎症が生じ肺胞の破壊が引き

起こされます。肺胞の破壊によって肺は弾力性を失い、その支えを失った末梢の細い気

道は呼気で閉塞虚脱してしまいます。すると、吐ききれない空気が破壊された肺胞内に

取り残された状態になり、残気量が増加し肺の過膨張が生じることになります。一方、

慢性的な気管支の炎症で気管支壁は肥厚し、痰の増加・貯留が加わると、末梢の気道は

狭窄し、さらに息が吐きにくい状態になります。そのためCOPDでは呼気に十分時間をか

けないと空気が吐ききれません。COPDでは労作時や体動時に呼吸困難が増強しますが、

理由は、労作時や体動時に呼吸数が増加し１回の呼吸時間が短縮するため呼気時間も短

縮し、ゆっくりと時間をかけてやっと呼出していた空気が吐ききれなくなり肺がパンパ

ンに張った状態になるからです。

次ページへ



①①①①禁煙禁煙禁煙禁煙・・・・防煙防煙防煙防煙

②②②②手洗い手洗い手洗い手洗い・・・・うがいうがいうがいうがい（（（（家族も家族も家族も家族も）））） 人混みでは人混みでは人混みでは人混みでは、、、、適宜適宜適宜適宜、、、、マスクを着用するマスクを着用するマスクを着用するマスクを着用する

③③③③栄養を十分とる栄養を十分とる栄養を十分とる栄養を十分とる

④④④④体力増進体力増進体力増進体力増進（（（（適度な運動適度な運動適度な運動適度な運動・・・・体操体操体操体操））））

⑤⑤⑤⑤十分な睡眠をとる十分な睡眠をとる十分な睡眠をとる十分な睡眠をとる

⑥⑥⑥⑥口腔ケア：歯磨き口腔ケア：歯磨き口腔ケア：歯磨き口腔ケア：歯磨き・・・・口の中を清潔に保つ口の中を清潔に保つ口の中を清潔に保つ口の中を清潔に保つ、、、、歯周病治療歯周病治療歯周病治療歯周病治療

⑦⑦⑦⑦摂食嚥下機能の維持摂食嚥下機能の維持摂食嚥下機能の維持摂食嚥下機能の維持

⑧⑧⑧⑧インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種
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進行すると息切れがひどくなり、在宅酸素療法を必要とする場合も多い疾患です。

肺癌を合併することもあります。肺炎を合併すると呼吸不全が重篤化します。慢性心

不全の合併もしばしばみられ、また、栄養障害（やせ）をきたしやすく、筋力が低下

し、生活の質が著しく障害されることもあります。

予防・治療の第一歩は禁煙です。早期の禁煙と適切な薬物療法、呼吸リハビリテー

ションが大切です。薬物療法の中心は気管支拡張薬ですが、特にCOPDでは長時間作用

性吸入抗コリン薬が第一選択薬となります。呼吸リハビリテーションには、口すぼめ

呼吸、腹式呼吸（横隔膜呼吸）、リラックス運動、呼吸筋ストレッチ体操、排痰法・

運動療法（平地歩行、下肢及び上肢筋力トレーニングなど）などがあります。また、

日本人のCOPDでは、栄養障害が高頻度にみられるため、栄養管理も重要です。脂質多

めの十分なカロリー摂取が大切で、腹満を来しやすいため、1回当たりの食事量を少

なくし、1日4〜6回の分食にしたり、胃にガスのたまるものは控える工夫も必要です。

最後に、COPDを含む高齢者の肺の健康のための8か条を示します。

前ページより

高齢者の肺の健康８か条高齢者の肺の健康８か条高齢者の肺の健康８か条高齢者の肺の健康８か条
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「「「「こわいこわいこわいこわい不整脈不整脈不整脈不整脈、、、、こわくないこわくないこわくないこわくない不整脈不整脈不整脈不整脈」」」」

１月１６日、「こわい不整脈、こわくない不整脈」と題し、市民健康医学

講座にて「不整脈」について約５０名の方の前でお話を致しました。

その内容は、

（１）心臓を動かしているのは、心臓自体からでる電気であり、不整脈は主

に心臓の電気系統の異常であること

（２）不整脈の種類と症状

（３）期外収縮（脈が飛ぶ）、徐脈性不整脈（脈の遅い）、頻脈性不整脈

（脈の速い）で注意すべき症状

（４）心室細動で突然死を起こす恐れのある方が健康診断で発見されること

（５）AED(自動対外式除細動器)や、アブレーション（カテーテルによる不

整脈治療）といった薬以外の不整脈治療

(６) 治療必要な不整脈で最も多い心房細動について

といったもので以下のようなことを説明しました。

（２）の不整脈の症状については、脈が飛ぶ感じや動悸といったものから、

目の前が暗くなる、意識消失、さらには突然死まで様々なものが有ります。

次ページへ
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（３）の不整脈のうち（上室性）期外収縮は健康成人の９割に認められ、

基礎疾患がなければ、症状が有ってもなくてもあまり心配いらない不整脈

です。一方（６）の治療が必要な不整脈の心房細動については、７０歳以

上では100人のうち５人が罹患しているとされる多い不整脈の一つですが、

心臓の他の病気や全身疾患の一症状である場合もあり、基礎疾患の検索が

重要です。また、脳梗塞の一因となるため、不整脈そのもののコントロー

ルに加え、脳梗塞予防が必要であることなどをお話しました。

（４）の突然死を起こす恐れのある心室細動は、心臓内で電気は流れてい

るものの心臓から送り出される血液は０（ゼロ）となり心停止として扱わ

れるものです。救命のため、速やかな除細動（電気ショック）が必要です。

そのためにもいろいろな場所にAED（自動体外式除細動器）がおかれてい

ます。健康と思われながら、この心室細動を突然起こす病気（ブルガダ症

候群、QT延長症候群他）があり、健康診断の心電図で、突然死を起こす恐

れのある不整脈が見つかることもあります。

不整脈は心臓病のなかでも、直接目に見えずわかりにくいものです。症

状があってもたいしたことがない不整脈も多く、中には、不整脈のままで

よいものもあります。しかし、不整脈が他の大きな病気の一症状である場

合があったり、症状がなくても、また普段脈が乱れてなくても、脳梗塞や

突然死につながる危険なものもありますので、不整脈といわれたら受診を

お勧めします。心配のいらない不整脈であれば安心して頂き、危険な不整

脈であれば、合併症や突然死の予防を早期に開始できればと考えています。

前ページより
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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

外科 中澤 世識（なかざわ せしる)

小児科 浅見 雄司(あさみ ゆうじ)

平成２４年４月より高崎総合医療センター小児科で勤務しています、浅見雄司

と申します。前橋市出身で、群馬大学医学部を平成２１年に卒業しました。

２年間の初期臨床研修後、平成２３年４月より小児科として後期臨床研修をさせ

ていただいています。

小児科を選んだ最も大きな理由の一つは、子供達の笑顔です。小児科での研修

を通して、ぐったりして何をするにも嫌がっていた子が笑顔で帰っていくことが、

仕事をしていく上で何よりの活力になることを実感しました。御両親の気持ちに

も配慮しながら、皆にとってよい医療ができるように努力していきたいと考えて

います。よろしくお願い致します。

皆さん初めまして、中澤世識（なかざわ・せしる）と申します。生まれは群馬

で、１０年以上の海外生活の末、前橋高校、群馬大学医学部を経て、群馬大学臓

器病態外科学（旧・第二外科）に入局しました。趣味・特技はスキーとフランス

語です。大学時代は競技スキー部で、長野や新潟、秋田や北海道などに遠征に

いっておりました。

平成２４年７月から当センターの消化器病センター及び乳腺・甲状腺センター

の外科に勤務しております。手術日は消化器外科が月・火・木・金、乳腺・甲状

腺外科は月・木です。外来は毎週木曜日の午前中に外科外来を行っております。

手術治療など通じて、一人でも多くの患者さんのお役に立てる様に頑張ります

ので、どうぞ宜しくお願い致します。
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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。。。。

井上病院井上病院井上病院井上病院

【院 長】井上 博

【所在地】高崎市通町５５

【電 話】０２７－３２２－３６６０

【診療科】整形外科 リウマチ科

リハビリテーション科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】神保 裕之

【所在地】安中市岩井２４６５－１

【電 話】０２７-３８１－２２０１

【診療科】内科 皮膚科 泌尿器科 外科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

いわいいわいいわいいわい中央中央中央中央クリニッククリニッククリニッククリニック

井上井上井上井上 博院長博院長博院長博院長

神保神保神保神保 裕之院長裕之院長裕之院長裕之院長

整形外科専門医が３６５日２４時間勤務しており市内外より多数の紹介患者さ

んが来院されます。関節リウマチに関してはトータルに診療しております。

（外来、入院、手術、在宅、リハビリ、通所リハビリ、老健入所)

また、最先端（生物学的製剤による治療）の診療を全国有数のレベルで実施して

います。

健康な体であるための治療と、病気予防のための指導をさせていただきます。

皆様がいつまでも快適な日々が送れますよう、一人ひとりの立場に合った医療を

心掛けております。

近年増加している高血圧・糖尿病・高脂血症等の生活習慣病やアレルギー症など

もご相談下さい。
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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、地域医療連携室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＞

地域医療連携室 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

・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。

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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独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

「紹介初診日に診察＆心臓CT検査」

のご案内

SIEMENS SOMATOM Definition Flash with stellar Detector Flash speed. Lowest dose

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9月中旬の3か月で冠動脈CTは200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、従来通りの地域医療連携室からのご紹介方法に加えて、地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携

室を介した室を介した室を介した室を介した「「「「初診日に診察と心臓初診日に診察と心臓初診日に診察と心臓初診日に診察と心臓CTCTCTCT検査を行える検査を行える検査を行える検査を行える」」」」予約予約予約予約方法ができましたのでご紹

介いたします。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べ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日で済みます。患者さんの負担が減ると考えております。10時以降に来院

され、採血・心電図・診察・内服処方・心臓CTを行い午後3時頃に終わります。

心臓CT施行前に循環器医師が診察することにより、低被ばく・高画質のための内

服処方をおこないます。アレルギーの問診、腎機能のチェックなどをおこない、ア

レルギーや腎機能低下している方には、心臓MRIや心筋シンチグラムなどほかのモ

ダリティをご提案します。

現在、水曜日と木曜日に行っております。心疾患疑いや糖尿病などの冠動脈リス

クの高い患者さんの冠動脈スクリーニングに是非ご活用いただければと存じます．

方法方法方法方法

①①①① 当センター地域当センター地域当センター地域当センター地域医療医療医療医療連携室宛に連携室宛に連携室宛に連携室宛に心臓心臓心臓心臓CTCTCTCT用の用の用の用の紹介状と紹介状と紹介状と紹介状と連携用連携用連携用連携用FAXFAXFAXFAX用紙を用紙を用紙を用紙をFAXFAXFAXFAX。。。。

②②②② 連携室において確認連携室において確認連携室において確認連携室において確認し、受診し、受診し、受診し、受診////心臓心臓心臓心臓CTCTCTCT検査日時を検査日時を検査日時を検査日時をTELTELTELTELででででご報告いたしますご報告いたしますご報告いたしますご報告いたします。。。。

高崎総合医療センター 循環器内科 一同
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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

佐藤 正通 内科全般、血液内科 火曜日

前澤 晃 腎臓、リウマチ膠原病 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

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）

新井 厚 脊椎･脊髄疾患、整形外科全般 月曜日

柳澤 信明 膝関節外科 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

外科

整形外科

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

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科
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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24242424年年年年 5555月月月月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） 6666月月月月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

7777月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金） 8888月月月月24242424日（金）日（金）日（金）日（金）

9999月月月月28282828日（金）日（金）日（金）日（金） 10101010月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金）

11111111月月月月30303030日（金）日（金）日（金）日（金） 12121212月月月月21212121日（金）日（金）日（金）日（金）

平成平成平成平成25252525年年年年 １月１月１月１月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） ２月２月２月２月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

３月３月３月３月22222222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

●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

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口までお願い致します。 電話：３２２－５９０１（病院代表）

当日は、高崎総合医療センター相談室の看護師や

ソーシャルワーカーも参加いたします。

レストラン

検査科

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24242424年年年年 5555月月月月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） 6666月月月月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

7777月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金） 8888月月月月24242424日（金）日（金）日（金）日（金）

9999月月月月28282828日（金）日（金）日（金）日（金） 10101010月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金）

11111111月月月月30303030日（金）日（金）日（金）日（金） 12121212月月月月21212121日（金）日（金）日（金）日（金）

平成平成平成平成25252525年年年年 １月１月１月１月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） ２月２月２月２月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

３月３月３月３月22222222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

●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

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口までお願い致します。 電話：３２２－５９０１（病院代表）

当日は、高崎総合医療センター相談室の看護師や

ソーシャルワーカーも参加いたします。

業務用

階段

売店レストラン

検査科

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24242424年年年年 5555月月月月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） 6666月月月月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

7777月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金） 8888月月月月24242424日（金）日（金）日（金）日（金）

9999月月月月28282828日（金）日（金）日（金）日（金） 10101010月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金）

11111111月月月月30303030日（金）日（金）日（金）日（金） 12121212月月月月21212121日（金）日（金）日（金）日（金）

平成平成平成平成25252525年年年年 １月１月１月１月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） ２月２月２月２月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

３月３月３月３月22222222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

当日は、高崎総合医療センター相談室の看護師や

ソーシャルワーカーも参加いたします。

業務用

階段

売店レストラン

検査科

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24242424年年年年 5555月月月月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） 6666月月月月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

7777月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金） 8888月月月月24242424日（金）日（金）日（金）日（金）

9999月月月月28282828日（金）日（金）日（金）日（金） 10101010月月月月26262626日（金）日（金）日（金）日（金）

11111111月月月月30303030日（金）日（金）日（金）日（金） 12121212月月月月21212121日（金）日（金）日（金）日（金）

平成平成平成平成25252525年年年年 １月１月１月１月25252525日（金）日（金）日（金）日（金） ２月２月２月２月22222222日（金）日（金）日（金）日（金）

３月３月３月３月22222222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

●当センターへ駐車の場合、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

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口までお願い致します。 電話：３２２－５９０１（病院代表）

当日は、高崎総合医療センター相談室の看護師や

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。。。。

がん患者さまやそのがん患者さまやそのがん患者さまやそのがん患者さまやその

ご家族さまにご家族さまにご家族さまにご家族さまに、、、、ご自由ご自由ご自由ご自由

に参加して頂いておりに参加して頂いておりに参加して頂いておりに参加して頂いており

ますますますます。。。。

事前の申し込みも特に事前の申し込みも特に事前の申し込みも特に事前の申し込みも特に

必要ありません必要ありません必要ありません必要ありません。。。。

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。。。。

D E F

業務用

階段

外来 外来 外来

売店レストラン

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



【【【【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～』

講師：小児科医師 宇都宮 朋宏

日時：平成２５年３月２５日(火)

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

-15-

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 ■■■

登録医先生方のご寄稿・ご意見をお待ちしてお

ります。地域医療連携室までご連絡をお願いし

ます。

０２７－３２２－５８３５(連携室直通)

【【【【ＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒＣａｎｃｅｒ ＢｏａｒｄＢｏａｒｄＢｏａｒｄＢｏａｒｄ】】】】

呼吸器科

『分子標的治療２－呼吸器領域』

講師：呼吸器内科部長 茂木 充

日時：平成２４年３月 １日(金)

１８時～２０時

場所：当センター ２階 大会議室

対象：医療従事者

【【【【がん診療連携拠点病院講演会がん診療連携拠点病院講演会がん診療連携拠点病院講演会がん診療連携拠点病院講演会】】】】

『緩和的リハビリテーションの実際を学ぶ』

講師：千葉県立保健医療大学保健科学部

リハビリテーション学科

安部 能成 先生

日時：平成２５年３月７日(木)

１８時３０分～２０時

場所：当センター ２階 大会議室

対象：地域医療機関の先生

医療従事者

【【【【ＣＰＣ（臨床病理示説会ＣＰＣ（臨床病理示説会ＣＰＣ（臨床病理示説会ＣＰＣ（臨床病理示説会】】】】

★２・３月はお休みです



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２２２２月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

-16-

リウマチ科リウマチ科リウマチ科リウマチ科

腎臓病・膠原病外来腎臓病・膠原病外来腎臓病・膠原病外来腎臓病・膠原病外来

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 大　高　行　博 渡　邉　俊　樹 櫻井　優一郎

大　高　行　博 相　馬　宏　光 櫻井　優一郎 （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）

前　澤　　　晃

前　澤　　　晃

[線維筋痛症外来]　午後：紹介・予約

（安　部　　純）

午後

前　澤　　　晃

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　　　史　郎 原　　　史　郎 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 坂　本　直　美 工　藤　智　洋 工　藤　智　洋

長　沼　　　篤 星　野　　　崇 小板橋　絵理 長　沼　　　篤 高　木　　　均

小板橋　絵理

新患のみ

坂　本　直　美

新患のみ

上　原　早　苗 相　馬　宏　光 星　野　　　崇

（蘇　原　直　人）

午後

石　原　　弘

午後

星野 ／ 上原 工　藤　智　洋 相　馬　宏　光 高 木 ／ 坂 本 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 松　尾　弥　枝

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

（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

相　澤　千　鶴 相　澤　千　鶴 相　澤　千　鶴 相　澤　千　鶴 相　澤　千　鶴

小　児　科小　児　科小　児　科小　児　科

五十嵐　恒雄 飯島　真由子 五十嵐　恒雄 浅　見　雄　司 宇都宮　朋宏

土　屋　敦　子
浅　見　雄　司

午前のみ：紹介・予約

神　尾　綾　乃

乳児検診

土　屋　敦　子

午前のみ：紹介・予約

飯島　真由子

宇都宮　朋宏

午後のみ：紹介・予約

五十嵐　恒雄

午後のみ：紹介・予約

浅　見　雄　司

午後のみ：紹介・予約

（大須賀　稔樹）

紹介・予約

五十嵐　恒雄

午後のみ：紹介・予約

飯島　真由子

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

飯島　真由子

午後のみ：紹介・予約

土　屋　敦　子

午後のみ：紹介・予約

外　　　科外　　　科外　　　科外　　　科

坂　元　一　郎

[消化器]

茂　木　陽　子
饗　場　正　明

[消化器]

小　川　哲　史 清　水　　尚

山　崎　穂　高 中　澤　世　識 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

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

鯉　淵　幸　生

午後第１・３・５週目

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 柳　澤　信　明 新　井　　　厚

＜手　術　日＞

大　澤　敏　久

柳　澤　信　明 （須　藤　執　道） 大　澤　敏　久
新　井　　　厚

第１・３・５週目

荒　　　毅 荒　　　毅

柳　澤　信　明

第２・４週目

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

泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科
（牧　野　武　雄） （高　橋　　悟） （岡　田　安　弘） （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 鈴　木　円　香 片　貝　栄　樹 伊　藤　郁　朗

片　貝　栄　樹 片　貝　栄　樹
(中　村　和　人）

＜産後検診＞

多　胡　佳　織 青　木　　宏

鈴　木　円　香 青　木　　宏 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

柴　野　正　康

紹介･予約

柴　野　正　康

紹介･予約

柴　野　正　康

紹介･予約

柴　野　正　康

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。


