
総合内科系 (新)河合 (新)新井 (新)河合 (新)新井 (新)河合
(新)新患 (新)竹村 (新)高橋 (新)長坂 (新)武井 (新)壁谷
(再)再来 (循)植田 (循)井上 (循)山岸☆ (循)飯島 (循)小野
(循)循環器科 (呼)中川 (循)間渕 (循)小野 (循)植田 (循)山岸☆
(呼)呼吸器 (血)外山 (呼)塚越 (血)斉藤(貴) (循)高松 (呼)池田☆
(血)血液 (腎)武井 (血)神保 (腎)太田☆ (呼)竹村 (腎)塚田
(腎)腎臓･リウマチ (糖)久永☆ (血)斎藤(明) (糖)久永☆ 第1・3週 嚥下外来 (糖)久永☆
(糖)糖尿病 (神)柳澤 (糖)朱☆ (神)柳澤 第2週 在宅酸素外来 (糖)朱☆
(神)神経内科 (消)山口☆ (神)柳澤 (消)山口☆ (消)秋谷 (神)古田
(甲)甲状腺 (再)壁谷 (再)飯島 (再)河合 (再)壁谷 (再)新井
(消)消化器 (再)新井 (循)井上 (再)飯島 (血)神保 (循)間渕
(肝)肝臓 (循)高松 (呼)塚越 (循)山岸☆ (血)斎藤(明) (循)佐鳥
(煙)喫煙外来 (循)佐鳥 (腎)河合 (呼)中川 (腎)河合 (呼)塚越
 (呼)中川 (糖)久永☆ (呼)須賀(達） (腎)高橋 (血)外山
 (血)長坂 (甲)常川 (呼)池田☆ (糖)久永☆ (腎)塚田
 (腎)太田☆ (消・肝)壁谷 (煙)※塚越 (神)柳澤 (糖)朱☆
 (神)柳澤    (神)古田(第2・4週）
 (消)秋谷    (神)柳澤(第１・3・5週）
 緩和ケア　※柳澤
 15～16時　柳澤    
 ※五十嵐(孝) ※五十嵐(孝) ※五十嵐(孝) ※五十嵐(孝) ※五十嵐(孝)

心療内科  ※高橋 ※鈴木  
 ※五十嵐(孝) ※五十嵐(孝) ※鈴木 ※五十嵐(孝) 
  ※高橋   
小児科 川嶋 川嶋 川嶋 川嶋 川嶋
(乳)乳児検診 懸川☆ 深澤 小山☆ 堀越 相馬
(予)予防接種 10時～相馬   小板橋☆ 牧岡☆
(神)神経 (心臓）岡田（第2・4） 川嶋 川嶋 五十嵐(恒) 川嶋
(心)心臓 川嶋 相馬 (内分泌)小和瀬 川嶋 懸川☆
(内)内分泌 (乳)堀越   (予)深澤
外科 田中 谷 高橋 設楽 熊倉
(ス)ストーマ外来 小野里 (※第2)石崎 谷 小林(肝胆膵、肛門) 森永
(　)がん専門外来 (新)松本☆ (新)松本☆ (新)松本☆  (新)松本☆
(新)新患 (消化器、食道)田中 (胃、大腸)谷  (呼、甲、食)設楽 (消化器、一般)熊倉
 (呼吸器、乳,)小野里 (消化器,乳)石崎  (消化器、一般)高橋 (胃、大腸、肝胆膵)森永
 (新)松本☆ (新)松本☆  (ス)第1・3週 要予約
 西野目 中島 西野目 足立 中島
 久保井 勝見 面高 面高 久保井
整形外科 小野 萩原 萩原 小野 萩原
  10時30分～装具外来 (リハビリ)清水 10時30分～装具外来 (リハビリ)清水
     10時30分～装具外来

脳神経外科 山口 非常勤 田村  非常勤
   ※甲賀  甲賀

皮膚科 嶋岡 嶋岡 嶋岡 嶋岡 嶋岡
  [手術] [13～15時手術] 嶋岡 
 内田 井上 曲 内田 武井
泌尿器科     内田
 内田 井上   武井
産婦人科 (婦)吉田 (婦)延命☆ (婦)吉田 (婦)延命☆ (婦)矢崎
(婦)婦人科 (産)延命☆ (産)吉田 (産)矢崎 (産)遠藤 (産)吉田
(産)産科 吉田[術後検診] (産・婦)延命☆ ※吉田 (婦)遠藤 ※吉田
助産師外来 ※13～14時 ※吉田 ※14～16時 (産)延命☆ ※(第3・4)14～16時
  ※14～16時
 石原 石原 石原  石原
眼科 石原☆    石原☆
 〔検査〕 〔検査〕 〔検査〕  〔検査〕

耳鼻咽喉科   ※古屋 ※群大 
 ※14時30分～群大   ※14時～めまい外来
ペインクリニック 日野/荒井   牛込
 田村・山岸☆ 田村・飯島 飯島 柳澤 田村・飯島

健診センター 飯島 河合 新井 河合・山岸☆ 柳澤
 田村 田村 田村 飯島 田村
 飯島 柳澤 壁谷 新井 飯島
 ＧＩＦ砂長☆ ＧＩＦ砂長☆・鏑木 ＧＩＦ橋爪 ＧＩＦ壁谷・森永 ＧＩＦ橋爪

内視鏡 ＧＩＦ壁谷 ＧＩＦ壁谷 ＧＩＦ壁谷 ＧＩＦ砂長☆ ＧＩＦ小林
 ＣＦ井出 ＣＦ浅尾 ＣＦ橋爪 ＣＦ田中 ＣＦ橋爪
 ＢＦ塚越 ＣＦ小林  ＢＦ塚越・中川 ＣＦ鏑木(第2・4)

　消化器内科では消化器疾患のうち主に消化管の診断と治療を行っております。10月より常
勤の医師は３名になり、その他外来センターの内視鏡検査は群馬大学の先生にも支援されてお
ります。平成23年度当院全体で実施した上部内視鏡件数は4500件、下部内視鏡件数は
1520件、ポリペクトミー・ＥＭＲ・止血術などの内視鏡治療件数は1034件でした。食道・
胃・大腸などの腫瘍性病変は主に入院棟で行っておりますが、外来検査で発見される大腸ポリ
ープは主に外来センター（平成23年度227件）で行っております。消化管出血に対する内視
鏡的止血術は、ＨＳＥ局注、クリップやアルゴンプラズマなどの凝固焼却療法を用い積極的に
行っております。胃炎や胃・十二指腸潰瘍に対するヘリコバクター除菌療法、近年増加傾向に
ある炎症性腸疾患の潰瘍性大腸炎の難治例に対して免疫抑制薬・白血球除去療法・生物学的製
剤（レミケード）なども行っています。
　また手術不能な進行胃癌には化学療法を行っておりますが、薬剤の発展とともに今後外来化
学療法が中心となるため、外来センターに11床の外来化学療法室を開設いたしました。今後
も地域の拠点として充分機能できるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

消化器内科のご紹介

消化器内科部長　秋谷 寿一
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公立藤岡総合病院附属外来センター診療予定表 平成25年10月1日現在

消化器内科診察予定表
受付時間　　午前　8：00～午前11：00
　　　　　　午後13：00～午後16：00

※ ☆は女性医師

月 火 水 木 金
午前 午後 午前 午後午後 午前 午後 午前 午後午前

（消）
☆山口

（消）
秋谷

（消） （肝）
壁谷

（消）
☆山口

（消）
秋谷

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

午後

午後

午後

午後

午後

午後

午後



TOPICS

　10月より消化器内科医師としてお世話になっております。
　患者様と信頼関係の築ける診療を目標に、心をこめて働きた
いと思います。よろしくお願いします。

　24時間イベントは患者・家族・一般参加者がチームを組んで、24時間 眠らない
がんと闘い、命のリレーをつなぎます。昼間は、音楽・踊り・その他各種エンターテ
イメントやチャリティバザーなど楽しいイベントが盛りだくさん！夜は美しいルミナ
リエはメッセージを託したキャンドルに火を灯して、がんで亡くなった人たちを偲
び、 また､がんと闘っている人たちへの思いをキャンドルに託し祈りを捧げます。

患者会の皆さんと病院職員で24時間歩きました。
来年も参加したいと思います。

日　時：平成25年11月 27日（水）19：00～
場　所：公立藤岡総合病院 ３階 第１会議室
座　長：公立藤岡総合病院　院長　鈴木 忠　先生
　　　　　『NOAC( 新規抗凝固薬 )を用いた新時代の心房細動管理』
演　者：国立病院機構　京都医療センター　診療科長　赤尾 昌治　先生

「藤岡多野抗凝固療法セミナー」

日　時：平成25年12月 10日（火）19：00～
場　所：公立藤岡総合病院附属外来センター　会議室
発表数：7症例
　　　　※詳細については地域医療連携課まで ℡ 0274-22-3311

「公立藤岡総合病院研修医症例検討会」

日　時：平成26年２月９日（日）８：30～17：30
場　所：公立藤岡総合病院附属外来センター　群馬県藤岡市中栗須813番地の1
受講料：14,000円 ( テキスト代と昼食代含む )
締切り：平成25年11月 29日 (金 )　（募集が多い場合は抽選）
　　　　※詳細については地域医療連携課まで ℡ 0274-22-3311

「第１１回 IＣＬＳコース　受講生募集のご案内」
日　時：平成25年12月14日（土）13：00～
場　所：公立藤岡総合病院 ３階 第１会議室
定　員：80名
参加費：無料
講　演：『前立腺癌について』･･･公立藤岡総合病院　泌尿器科部長　武井 智幸
その他：リレー･フォー･ライフ･ジャパン2013ぐんま 参加報告

日 時：平成25年12月14日（土）13：00

「第17回 藤岡がん市民講座」「第17回 藤岡がん市民講座」

消化器内科医長　山口 泰子
10月より消化器内科医師としてお世話になってお

消化器内科医長　山

新 任 挨 拶新 任 挨 拶 　公立藤岡総合病院では、平成24年4月に改訂された感染防止対
策加算1および地域連携加算を取得しています。この施設基準取得
に伴い、300床以下の加算2を取得している病院と年４回感染防止
対策のカンファレンスと、年1回加算1を取得している病院との感
染防止対策に関する施設チェックを実施しています。
　カンファレンスの中では、それぞれの施設が実施している対策を
持ち寄り、より良い対策が各施設で実施できるよう意見交換を行
なっています。特に当院でのカンファレンスは、加算2の病院のみ
でなく多野藤岡地域の診療所や施設の方々にも参加していただき、地域一丸となって
の感染症蔓延防止ができるよう活動を行なっています。今年度は、12月、3月の第3
木曜日に開催予定です。感染防止対策は、日頃からの予防はもちろんですが、一度発
生したら素早い対応が必要です。感染対策いつやるの？「今でしょ！」

感染管理認定看護師

染谷由香里

がん征圧チャリティーウォークイベント
リレーフォーライフジャパン2013ぐんまに

参加しました。

イベントは患者・家族・一般参加者がチームを組んで、24時間 眠
い 命のリレーをつなぎます 昼間は 音楽・踊り・その他各種エン

平成25年10月12日（土）～13日（日）

「藤岡地域感染防止対策カンファレンスについて」

日　時：平成25年12月 11日（水）14：００～15：００
場　所：公立藤岡総合病院附属外来センター　２階 会議室
参加費：無料（予約制）
内　容：『運動療法について』・・・公立藤岡総合病院 理学療法士
　　　　申し込み：附属外来センター医事情報課まで ℡ 0274-22-3311

「第２回 糖尿病教室」

び、 また､がんと闘っている人たちへの思いを

患者会の皆さんと病院職員で

防止対
準取得
染防止
との感

対策を 感染管理認定看護師

いて」


