
「負うた子に教えられる」
　　　　　　　　研修医指導

公立藤岡総合病院副院長兼臨床研修統括部長 塚田　義人

　平成16年度に新たに初期臨床研修の制度が発足し早くも9年が経過しました。当院でもその

翌年から初期研修医を受け入れ始め、徐々に受け入れ数が増加し、最近では常時10名前後が在

籍しています。従来は、医学生が地域医療の現場を直接経験する機会は乏しく、大都市周辺の

市中病院はひたすら地味な診療をしているという印象に留まっていたのも事実です。この藤岡

地域も地名としては知ってはいるものの、群馬県民としても足を踏み入れたことがない学生が

多くいるようです。こうした中でこの数年間の当院の研修医指導は、豊富な急性期症例や大学

病院にもひけをとらない多彩な病態を、熱心な指導医とともに経験できる魅力ある病院として

一定の評価を受けることができ、学生の間でも安定した人気を得るようになりました。

　毎日が慌ただしい地域の中核的急性期病院では、自らの診療に加えて初期研修医を育てる任

務を背負うことは、決して安直な作業ではありません。反面、プライマリケアの場面や、不眠

不休が強いられる激務の日当直診療の場面において、指導医とともに診療に当たる研修医の活

躍は目覚ましいものがあり、指導者は教えながら自ら学び、支えながら自ら助けられていま

す。世の中の少子高齢化は病院の医療スタッフにおいても例外ではなく、病院の活力を維持

し、向上させるためには、学ぶ意欲に満ちた若い研修生に結集してもらうことが肝要です。当

院で初期研修を終えた先生が、今度は立派な中堅医師として再び赴任し活躍している姿も目に

するようになりました。研修医を育てることは、自らの病院の将来を涵養することであると改

めて実感します。地域の先生方におかれても、当院の研修医の成長を遠目ながらも温かく見守

っていただければ幸いです。
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診療時間 ：８時45分～17時00分 ※は完全予約
受付時間 ：〈午前の部〉８時～11時　〈午後の部〉 13時～16時 ☆は女性医師

■発行：〒375-8503 群馬県藤岡市藤岡942番地１　公立藤岡総合病院
　（代表）TEL 0274-22-3311　FAX 0274-24-3161　URL http://www.fujioka-hosp.or.jp/
■責任者　甲賀　英明　　■地域医療連携課　（直通）TEL 0274-22-6039　FAX 0274-24-7002

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 午前 (血)外山 (呼)塚越 (血)斉藤(貴) (循)髙松 (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   (神)柳澤  (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)髙松 (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)髙橋 (血)外山
 午後 (血)長坂 (甲)群大 (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    
 午前 ※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  
 午後 ※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 午前 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 午後 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 午前 小野里 (※第2)石崎 谷 (肝胆膵、肛門)小林 森永
(　)がん専門外来  (新)松本☆ (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
 午後 (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
     (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 面髙 面髙 久保井
整形外科 午前 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 午前 山口 非常勤 田村  非常勤
    ※甲賀  甲賀

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

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

診 療 科 月 火 水 木 金



平成25年度  診療部のご紹介  平成25.4.1現在♢♢

平成25年度  新規採用医師のご紹介♢

腎臓内科  塚田　義人 小児科 深澤　信博 泌尿器科 武井　智幸
(腎臓・膠原病 ) 太田　史絵  川嶋　伸明  井上　雅晴
 髙橋　駿介  懸川　聡子 眼科 石原　克彦
 武井　克仁  相馬　洋紀 皮膚科 嶋岡　正利
血液内科 神保　貴宏  堀越　隆伸 麻酔科 日野　百穂
 外山耕太郎 外　科 石崎　政利  牛込　嘉美
 斉藤　明生  設楽　芳範  田口さゆり
 長坂伊左男  森永　暢浩  金井　真樹
総合内科 河合　弘進  谷　　賢実 救急センター 荒井　賢一
 新井　昌史  小野里良一 精神科 五十嵐　孝
内科 (糖尿 ) 久永　悦子  田中　成岳 病理診断科 吉田　孝友
呼吸器内科 塚越　正章  熊倉　裕二 リハビリテーション科 清水　　透
 中川　純一  髙橋　　遼 健診センター 飯島　　徹
 池田　香菜 整形外科 萩原　明彦  田村　　勝
 竹村　仁男  小野　秀樹 臨床研修医　(２年次） 齊藤　千真
循環器内科 鈴木　　忠  中島　大輔  古川正一郎
 井上　雅浩  西野目昌宏  小暮　正信
 間渕由紀夫  久保井卓郎  青木　雅典
 植田　哲也  面髙　拓矢  山田　宏明
 髙松　寛人 放射線科 塩谷真里子  　　　　　　(１年次） 髙野　順子
 小野　洋平 脳外科 甲賀　英明  佐々木隆文
 佐鳥　圭輔  山口　　玲  根井　　翼
消化器内科 秋谷　寿一 産婦人科 吉田　光典  寺内　祐理
 壁谷　建志  遠藤　　究  土田　圭祐
神経内科 柳澤　孝之  黒住　未央

氏　名 氏　名 氏　名診療科診療科診療科

循環器科

医長
髙松　寛人

やれることは何でもや
りますので、よろしくお
願いします。

腎臓･膠原 病･リウマチ

医員
髙橋　駿介

病院、地域のため頑張っ
て診療に取り組みたい
と思います。

医員
武井　克仁

精一杯がんばりますの
で宜しくお願いします。

血　液

医長
斉藤　明生

９年ぶりに藤岡でお世話にな
ることとなりました。お役に
立てるよう頑張りますので、
よろしくお願い致します。

研修医としてお世話にな
り、再度、藤総で働かせてい
ただくこととなりました。ど
うぞよろしくお願いします。

医員
長坂伊左男

はじめてで戸惑うこと
もまだ多い状態ですが、
頑張りますので宜しく
お願いします。

呼吸器

医員
池田　香菜

藤総での勤務は初めて
です。患者様のために
精一杯頑張りますので
よろしくお願いします。

医員
竹村　仁男

総合内科

臨床研究統括部長
新井　昌史

２０数年以来の勤務にな
ります。地域医療に貢献
したいと思います。宜し
くお願いいたします。

内科糖尿 消化器 小児科 整形外科

医長
久永　悦子

精一杯、努力したいと
思います。よろしくお
願いします。

部長
秋谷　寿一

消化管を中心とした内
視鏡診断・治療、胃癌化
学療法をさらに進めて
行きたいと思います。

医長
懸川　聡子

臨床で不慣れな所や至
らない点も多いと思いま
すが、がんばりますので、
よろしくお願いします。

整形外科疾患で困ったこ
とがあればご相談下さ
い。がんばりますのでよ
ろしくお願い致します。

医長
小野里良一

安全な医療の提供を心
がけています。

外　科

医長
田中　成岳

外科医として地域の医
療に参加出来ればと思
います。宜しくお願い
します。

医員
面髙　拓矢

産婦人科

医員
黒住　未央

まだ経験不足な面は多
々ありますが、皆様のお
役に立てるよう精一杯
がんばります、よろしく
おねがいいたします。

臨床研修医
山田　宏明

研修医２年目です。一生
懸命勉強させて頂きた
いと思います。宜しくお
願いいたします。

臨床研修医
髙野　順子

多くの方とお会いでき
ることを楽しみにして
おります。精一杯頑張り
たいと思います、よろし
くお願いします。

臨床研修医（２年次） 臨床研修医（１年次）

臨床研修医
佐々木隆文

まわりの人々の支えで
生きている自分という
ものを自覚し、少しでも
還元できるよう頑張り
ます。

患者さんの声に一生懸命耳
を傾け、真摯に取り組んで
いくことを、まず第一の目標
として頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

臨床研修医
根井　　翼

ご迷惑をおかけするこ
とが多々あると思います
が、一生懸命に仕事に取
組んでまいります、よろ
しくお願いいたします。

臨床研修医
寺内　祐理

研修医１年目、はりきっ
て仕事をしたいと思い
ますので、ご指導よろ
しくお願い致します。

臨床研修医
土田　圭祐

●就任のご挨拶●　事務局長兼経営管理部長　茂木　裕
　この度、4月1日付で坂本前経営管理部長の後任として就任いたしました。職歴としては合併前の
鬼石町病院に着任以来ずっと病院勤務を40年余り、平成21年度にも1年間だけ公立藤岡総合病院
に経営管理部次長として勤務させていただきました。
　少子高齢化の急速な進展等により、年金、医療、福祉等いわゆる社会保障給付費も急速な勢いで
増加しており、また団塊の世代が75歳を迎える、いわゆる「2025年問題」を見据え、国としても
緊急かつ最重要課題として医療制度改正に取り組んで来ました。

　医療制度改正の過程として、診療報酬のマイナス改定が続き、地域医療を担う中核病院の経営悪化、新研修医制度
による深刻な医師不足等により地域医療の崩壊の危機を招くこととなり、平成22年度、24年度と診療報酬改定は10
年ぶりにプラス改定となりました。
　また、国は在宅医療を推進する一方、公立病院改革ガイドラインに見られるように各地域の救急医療や高度医療を
担う中核病院を中心に、地域の病院、診療所等の連携により、医療における諸問題を解決する枠組みを模索しており
ます。
　公立藤岡総合病院は、地域における中核病院として救急医療や高度医療への取り組みを進めており、地域の医療機
関との連携を重要課題と捉え、地域連携室の機能充実に努めております。
　病院スタッフの一員として、地域の医療需要に応えられる病院づくりに力を注いでいく所存でございますので、皆
様のお力添えをお願い申し上げます。

●新任挨拶●
薬剤部長　堤　教明
　この度、公立藤岡総合病院の薬剤部長を拝命しま
した堤教明です。地域医療のあるべき姿を考える
と、「安心してこの土地で暮らすことができる」と
いうことだと思います。薬剤師の視点から見れば、
病院の理念である「患者本位の医療」に立ち戻り、

適正で安全な薬物療法を提供することです。これは患者様を中心とし
た地域の医療チームの連携によってのみ達成できることです。
　リーダーとは全体を俯瞰できる鳥の目を持ち、細かなことにも目が
届く虫の目を持つことが必要だと言われます。どちらも私にとって高
いハードルですが、地域医療や病院の将来のあるべき姿を思い描き、
精進を重ね、患者様への最良の薬物治療に関わっていけるような薬剤
師の育成に力を注いでいきたいと思います。これからもご協力をお願
い致します。

●新任挨拶●
診療支援部長
田島　信夫
　診療支援部は医師の診
療を技術的にサポートす
る部門の集まりで、検査
室、リハビリテーション

室、放射線室、栄養室、臨床工学室、視能
訓練室の６部門で構成されております。放
射線室におきましては地域の先生方からＣ
Ｔ、ＭＲＩおよび骨密度の検査依頼ならび
に放射線治療をお受け致しておりますが、
今後も検査枠の拡大等柔軟な対応を心掛
け、なお一層の連携を深めてまいりたいと
思います。

　日頃より、地域の医療機関及び福祉施設の皆様方には、当院の地域医療連携業務にご理解・ご協力を賜り誠にありが
とうございます。
　この春より、地域医療連携課の体制が一部変更となりました。本年度もよろしくお願いいたします。
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課長

　横坂　政彦 
地域医療連携課　看護師長

　宮下　智子
地域医療連携グループリーダー

　新井　誠十郎

（相談員）

　青木　雅代
　柚木　礼子
　荒井　頼道

（外来センター相談員）

　柳井　紀道

（がん相談支援センター）
緩和ケア認定看護師

　古池　きよみ

（看護師・相談員） 
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「第16回　藤岡がん市民講座」
日時：平成25年6月1日（土）13：00～
場所：公立藤岡総合病院　３階　第一会議室
講演1 「子宮がんについて」　
　　　　　公立藤岡総合病院　産婦人科部長　遠藤　　究
講演2 「食道がんについて」
　　　　　公立藤岡総合病院　外 科 医 長　田中　成岳

「第5回藤岡がんカンファレンス」
日時：平成25年6月10日（月）19：00～
場所：公立藤岡総合病院　３階　第一会議室


