
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

がんがんがんがん連携連携連携連携パスパスパスパス合同説明会合同説明会合同説明会合同説明会・・・・意見交換意見交換意見交換意見交換 報告報告報告報告

統括診療部長 小川 哲史

次ページへ

～ 「がん地域連携パス」を使って、

がん患者さんを地域全体で診ましょう！～

現在、がんの診断や治療には、非常に高度で専門的な知識と技術が必要です。

当センターでも最新の乳がん診断装置や放射線治療機器などを導入し、地域の

みなさんが最新の医療が受けられるよう努めてきました。また地域連携も進め、

当センターで診断や治療を行い、状態が安定した患者さんは、かかりつけの先

生に日常の診療をお願いするなどしてきました。地域連携に関しては、これま

でも登録医の先生方との定期的な会合の開催や、平成２２年からは５つのがん

（肺、乳腺、胃、大腸、肝臓）の連携パスを作成するなど積極的に取り組んで

きました。



今回、がんの連携をさらに進め、特に「がん連携パス」の使用を推進する

ことを目的として、１月２４日に「がん地域連携パス合同説明会・意見交換

会」を開催しました。当日は、地域でがん治療に携わっている多数の医療者

の方（院外から医師：１６名、薬剤師：２９名、MSWや医療事務：４名、看

護師：２名など）に参加していただき、まず当院から①がん連携パスについ

て②がん治療連携医療機関の届出について③各論として、上記の５つの「が

ん連携パス」について説明し、会場の先生や薬剤師の方々からご意見とご討

論をいただきました。

開業の先生方の中には、連携パスは「ややこしくて、面倒くさい」、また

ご専門の先生から見ると「当たり前のことで、今さら・・・」と思われるこ

ともあるかと思います。しかし連携を行うためには、患者さんを中心として

医師や看護師、薬剤師、栄養士など様々な職種の理解と参加が必要です。ま

た地域内の各施設の専門性や機能を有効に活用し、効率的で質の高い一貫し

た治療を行うためには誰が見ても理解できる共通のツールが必要となります。

それが「地域連携パス」です。連携パスを用いることで、どの施設でも標準

化された診療が可能になり、かかりつけの先生に診ていただくことで患者さ

んの負担は軽減します。「がん連携パス」には経時的な検査や治療の予定が

記載されており、また医師や患者さんが記入する欄もあるため、患者さんの

不安の軽減はもちろん、患者さんの来院日忘れや間違い、医師の検査忘れな

どもなくなります。「患者さん個々の治療手帳」のように使用し、患者さん

を真ん中に、「当センターとかかりつけ医の懸け橋」と考えていただければ

と思います。

群馬県では、がんの地域連携を進めることに積極的です。すでにがんの治

療や管理は一部の専門医だけで行うことは不可能で、地域全体でシームレス

に行う時代だと思います。高崎・安中地域で「がん難民」が一人も出ないよ

う、みんなで力を合わせましょう。
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がんがんがんがん連携連携連携連携パスパスパスパス合同説明会合同説明会合同説明会合同説明会････意見交換意見交換意見交換意見交換 報告報告報告報告
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地域医療連携係長 清水 弘子

（看護師長）

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

第第第第１１１１回回回回 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看護師看護師看護師看護師････訪問看護師交流会報告訪問看護師交流会報告訪問看護師交流会報告訪問看護師交流会報告

ＴＴＴＴ

日頃より当センターの地域医療連携の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。

さて、平成２４年度診療報酬改定は「２０２５年のあるべき医療・介護の姿」

を見据えた取り組みと位置付けられ、入院医療の機能分化・強化と連携の推進や、

医療と介護間の連携強化が求められています。当センターにおいても、急性期医

療の機能強化が求められている中、住み慣れた地域での暮らしを継続するために、

今以上に医療依存度の高い退院患者の増加が推測されます。そこで当センター看

護部では、平成２４年４月より退院調整看護師が増員され、各看護単位では退院

支援リンクナースを配置し退院支援の早期介入に努めています。

今回、病院から在宅療養へ移行する患者に対し、病院看護師と地域における訪

問看護師が協働して専門性を発揮していくには｢顔と顔が見える看看連携の強化｣

が必要であると考え、２月２２日に交流会を開催しました。当日は、日常業務を

終えてからの開催にも関わらず、５３名に参加して頂きました。第一部は訪問看

護ステーションくろさわの野尻恵美訪問看護認定看護師から「在宅療養（看護）

の実際」というタイトルで訪問看護の活動内容や、入院生活と在宅療養生活の違

いなど事例を交えて詳しく講義して頂きました。第二部は、病院看護師と訪問看

護師の連携についてディスカッションを行いました。当センター看護師からは

「訪問看護師の生の意見を聞き、訪問看護が導入しやすいよう思いやりを持って

情報提供する大切さを学んだ。」等の意見があり、訪問看護師からは「当セン

ター看護師の意見や考えを知ることができた。」等活発な意見交換が行えました。

また、参加者全員から「よかった、また参加したい。」、「是非次回も開催して

ほしい。」との反応でした。さらに「病院看護師と訪問看護師の考え方が違うこ

とを再認識した。しかし、基本的看護活動の思いは同じであり、同じ目的を持ち

看護している事を強く感じた。一緒にカンファレンスや退院指導ができたら嬉し

い、これからは在宅へ帰った患者の様子もフィードバックしていきたい。」との

意見も聞かれ、今後の課題が明確になりました。初めての開催ということで、手

探り状態で不手際もあったかと思いますが、参加者の協力もあり有意義な時間を

過ごせたことを感謝いたします。

病院から在宅へ移行する患者に対するシームレスな医療やケアを提供する上で、

患者が安全で安心して療養生活を送るには、看看連携も必要不可欠です。「入院

から在宅へ」「病院から地域へ」･･･病院と地域の橋渡し役として、これからも

ご助言をいただきながら連携強化に努めていきたいと思います。今後ともよろし

くお願いします。
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眼科 土屋 明

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

加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい）

＝Age-related Macular Degeneration (AMD)

最近テレビ等で見かけることが多くなってきた「加齢黄斑変性」っていっ

たいどんな病気なのでしょうか？

人がものを見る仕組みはカメラの構造に例えることができます。カメラ

のフィルムに相当するのが網膜（もうまく）という組織で眼球の一番内側

の膜です。フィルムと網膜の一番の違いはフィルムには一面均等に映像が

うつりますが、網膜は中心部分に視細胞が多く存在し、ものの色や形を見

分けることが優れている部分がありこれを黄斑（おうはん）といいます。

黄斑の中心を中心窩といい、例えば本を読むときには中心窩で文字を読み

ます。中央から数文字外れただけで感度はかなり低下し読みづらくなって

います。このように人がモノを見ると時に重要な働きをするのが網膜の中

の黄斑という部分です。

加齢黄斑変性はこの黄斑に変性を起こし、物がゆがんで見えたり、見た

いところがぼやけて見えたり、暗く見えたり、不鮮明に見えたりする病気

です。

加齢黄斑変性には滲出型と萎縮型があります。滲出型は網膜の外側にあ

る脈絡膜に新生血管が発生し、そこから出血をおこし網膜の障害をおこし

ます。進行が早く急激に視力低下をきたします。萎縮型は網膜の細胞が加

齢により編成し老廃物が蓄積して栄養不足に陥るもので進行は緩やかです

が、進出型に移行することがあります。
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「「「「加齢黄斑変性加齢黄斑変性加齢黄斑変性加齢黄斑変性ってなにってなにってなにってなに？」？」？」？」
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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

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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萎縮型には現在有効な治療法がありません。進出型に対してはレーザー

光凝固術、光線力学療法、抗血管新生薬療法があり、新生血管が中心窩に

かかっているかどうかによって治療法が変わってきます。最近では抗血管

新生薬療法で視力の維持や改善が見られる症例がありますが反復投与の必

要があります。

加齢黄斑変性の原因はわかっていませんが、以前の日本ではあまり見ら

れなかったので、食事の欧米化（脂肪、タンパク質の多い食事）また、光

刺激、喫煙、動脈硬化（高血圧、高脂血症、糖尿病、心臓病）などがリス

クファクターとなります。

両眼で見ていると片方の眼に見にくいところが出来ても良い方の眼で見

た映像で補われてしまい気づきにくいことがあります。片眼を隠して見る

ことで気づくことがあります。

異常を感じたら早めに眼科を受診してください。

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

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

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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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

消化器内科 上原 早苗(うえはら さなえ)

外科 茂木 陽子(もてき ようこ）

平成２４年６月より外科に勤務しております茂木と申します。消化器外科

を専門として診療にあたっています。がんの診療とともに、虫垂炎や胆嚢炎、

消化管穿孔などの急性疾患にも携わっています。

消化器領域の急性期疾患では、腹膜炎を伴っている方が多く、必要に応じ

緊急手術をできるだけ早く行うなど、迅速な治療を心がけています。

がんの領域では、適切な治療を行うと同時に、患者さんの意志や気持ちを

尊重し、精神面のサポートも大切にしていきたいと考えています。

自分の知識と経験を生かし、皆様のお役に立てればと考えています。よろ

しくお願いいたします。

平成２４年４月から当院で勤務させて頂いています。前任地は大阪で初期

研修の後に市立病院の消化器科で５年間研修を致しました。

群馬県はとても住みよいところですが医療はその根幹を支えるものです。

特に当センターは地域の中核病院として大きな役割を期待されています。重

い責任とともにやりがいを感じています。まだまだ未熟ですが少しでも地域

のみなさまのお役に立てますよう診療に尽力して参りたいと思っています。

御不明な点などありましたらお気軽にお尋ね下さい。今後ともよろしくお願

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。。。。

うえはらクリニックうえはらクリニックうえはらクリニックうえはらクリニック

【院 長】植原 政弘

【所在地】高崎市高関町３５４－１

【電 話】０２７－３２２－４９６５

【診療科】内科・消化器科

（胃腸、胆のう、膵臓、肝臓病）

・レディースメンタルクリニック

・心療内科・神経科・往診・訪問診療

・訪問看護・各種検診・健康診断

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

【院 長】岩田 展明

【所在地】高崎市石原町４１７１

【電 話】０２７－３２７－１２４１

【診療科】内科・循環器・消化器

呼吸器・血液内科

◎ご挨拶（紹介リーフレットより）

いわたいわたいわたいわた内科内科内科内科クリニッククリニッククリニッククリニック

植原植原植原植原 政弘政弘政弘政弘 院長院長院長院長

岩田岩田岩田岩田 展明展明展明展明 院長院長院長院長

認定内科専門医として幅広く内科をみています。

重症度の高い患者さんの場合は、高崎総合医療センターと密な連携

をお願いしております。又、血液専門医として血液、腫瘍内科関連の

相談を行っています。

ホームドクターとしての一般内科的診療･在宅診療とともに専門医として消化

器疾患（特に肝臓病）と心療内科疾患を中心に病気の診断･治療にあたってお

り、さらに産業医及びスポーツドクターとして皆様の健康保持･増進の為の活

動を行っております。

みどりの健診･企業検診･健康診断･往診・訪問診療･訪問看護･インフルエンザ

他の予防接種等も実施しております。

実施検査・・・一般内科検査・レントゲン検査・胃カメラ・大腸ファイバー

超音波(エコー)・２４時間心電図 他



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 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



【【【【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】】】】

『糖尿病について

～正しい炭水化物量を知ろう～』

講師：主任栄養士 小川 祐介

日時：平成２５年４月２４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】】】】

検査科

『免疫染色、ＦＩＳＨ法とその臨床応用

－ＥＧＦＲ、ＡＬＫを中心に』

講師：臨床検査部

日時：平成２５年４月１９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

【【【【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

【【【【ほっとほっとほっとほっとさろんさろんさろんさろん・・・・たかさきたかさきたかさきたかさき】】】】

がん患者さんやそのご家族の集いです。

1. 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？

日時：毎月第４金曜日

１３時３０分～１５時３０分

場所：当センター ２階

Ｆカウンターの奥 市役所側

対象：患者さん、ご家族



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３３３３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。


