
　患者さまの意思を尊重し、信頼される医療を提供
します。
　地域中核病院として、高度な医療と救急医療の充
実に努めます。
　急性期病院として関係機関と連携し、地域医療の
充実を目指します。
　地域がん診療連携拠点病院として、機能の充実強
化に努めます。
　臨床研修指定病院として、地域医療を担う優れた
医師の育成に努めます。

病院の理念
基 本 方 針 「患者本位の医療」
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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

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は「はやぶさ」が地球に帰還しました。2003年５月に打ち上げ
られたこの惑星探査機が「小惑星イトカワ」に着地に成功したのち、さ
まざま困難・トラブルをのりこえ、往復60億キロという想像もできない
宇宙を旅して、６月13日に無事地球にもどってこられことは、珍しく勇
気づけられるニュースでした。あきらめずに地道に努力したことが報われ、成功をおさめたとい
う事実は私たちをはげましてくれました。
　一方、平成22年は記録的な猛暑で、その後も夏がいつまでも居座り、秋を感じる間もなく冬
が到来しました。今年は春夏秋冬を感じられる調和のある日本らしい年であってほしいもので
す。
　新しい電波塔「東京スカイツリー」の建設が日ごと進み、全長634ｍを目指し着々と高さを
伸ばしています。昭和のにおいのする「東京タワー」には郷愁がただよいますが、新しく創造す
る建築物にもワクワクします。
　外来センターは開設して10年目を迎えます。「患者本位の医療」を理念として、これからも外
来診療の専門性を高め、公立藤岡総合病院とは一体となって連携し、質の高い医療の提供を心
がけます。健康診断や病気の予防に関する情報の提供、訪問看護、福祉サービスの提供をおこ
ないます。
　たばこ税の増税が愛煙家を悩ませていますが、外来センターでは「禁煙外来」を設け、皆様
の禁煙にむけたお手伝いをしています。１階の「がんサロン～なごみ～和」ではがんの悩みや体
験を語りあう場として皆さまに利用していただいております。
　外来センンターでは、職員がつねに笑顔で利用者の皆さまに対応していくよう努めてまいり
ます。
　平成23年がささえあい、喜びをわかち合える輝かしい年であるように願います。

外来センター長　清水　　透

年頭のご挨拶

平成23年1月1日現在
診療科 月 火 水 木 金

内科系  (新)神戸 (新)梅元☆ (新)田原/林 (新)石埼 (新)吉村☆
(呼)呼吸器  (再)須賀 (再)林 (循)吉村☆ (循)須賀 (再)竹内(季)
(血)血液  (再)橋本☆ (循)井上 (循)髙松 (再)田原 (再)入内島☆
(消)消化器  (循)植田 (循)間渕 (呼)中川 (循)飯島 (循)髙松
(腎)腎臓･膠原病 午前 (循)飯島 (呼)塚越 (血)斉藤 (循)植田 (循)金子
　　リウマチ  (呼)中川 (血)神保 (腎)太田☆ (呼)神戸 (腎)塚田
(糖)糖尿病  (血)外山 (糖)加藤 (腎)浜谷☆ (消)秋谷 (糖)朱☆
(循)循環器科  (糖)竹内(季) (神)柳澤 (糖)加藤 (消)(肝)壁谷 (神)平柳
(神)神経内科  (神)大沢  (神)柳澤  
(甲)甲状腺  (再)壁谷 (再)飯島 (再)柳澤 (再)壁谷 (再)飯島
(肝)肝臓  (再)竹内(季) (循)井上 (循)飯島 (循)金子 (循)間渕
(新)新患  (呼)中川 (呼)塚越 (呼)※塚越 (血)神保 (呼)塚越
(再)再来  (腎)太田☆ (糖)加藤 (消)(肝)壁谷 (血)石埼 (血)外山
 午後 (糖)加藤 (神)竹内(秀)  (腎)梅元☆ (血)入内島☆
  (神)柳澤 (甲)森村  (糖)加藤 (腎)塚田
  (消)秋谷 (消)(肝)壁谷  (神)竹内(秀) (糖)加藤
    緩和ケア【要予約】  (糖)朱☆(第1･3･5週)
    15時～16時30分  (神)水野(第2･4週)
 

午前
 五十嵐 高橋 五十嵐 亀山 五十嵐

心療内科
   五十嵐  五十嵐 

 
午後

 五十嵐 高橋 五十嵐 亀山 
     五十嵐 
小児科  川嶋 川嶋 小山☆ 川嶋 川嶋
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(内)内分泌  (乳)深澤   (予)相馬 
外科 

午前
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(ス)ストーマ外来  田嶋 石崎 谷 安藤 森永
(　)がん専門外来  (消化器)龍城 (消化器)谷  (呼吸器)設楽 (消化器)原
 午後 (呼吸・乳腺)田嶋 (消化・乳腺)石崎  (消化器)安藤 (食道・胃)森永
     (ス)第1･3週 要予約 
  近藤 久保井 近藤 角田 近藤
  髙橋 勝見 久保井 髙橋 久保井
整形外科 午前 小野 萩原 萩原 小野 萩原
   10:30～装具外来 清水(リハビリ) 10:30～装具外来 清水(リハビリ)
      10:30～装具外来

脳神経外科
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    甲賀  甲賀
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 午後 北浦 北浦   北浦
産婦人科 
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(婦)婦人科  (産)延命☆ (産)吉田 (産)中尾 (産)遠藤 (産)吉田
(産)産科 

午後
 吉田(術後検診) (産・婦)延命☆  (婦)遠藤 

     (産)延命☆ 

眼科
 午前 石原 石原 石原  群大

 午後 検査 検査 検査  検査

耳鼻咽喉科
 午前    群大 要予約 

 午後 15時～群大 要予約    
ペインクリニック 午前 日野/荒井   牛込

診療時間：8時45分～17時00分
受付時間：午前の部   8時～11時
　　　　　午後の部 13時～16時

※ 禁煙外来（完全予約制）
☆は女性医師



健康管理センター長

飯島　　徹

　人間ドックはどこでやっても同じ……と思っていませんか？

　病院の治療実績は重視しても、「人間ドックは温泉に入れると

ころや料理がおいしいところがいい」といったホテルや旅館を選

ぶような感覚になることがあるようです。しかし、健康を守るた

めに検査をしに行くのですから、健診にも質というものを重視し

ていただきたいと思います。

　当健康管理センターでは、健診の質を確保するため外部からの

評価を受けています。日本人間ドック学会からは「人間ドック・

健診施設機能評価」認定を受けており、さらに日本脳ドック学会

認定施設にもなっています。この２つの認定を受けている健診施

設は、群馬県内では当センターを含め２施設のみです。診察にあ

たる医師には循環器、脳神経、消化器などの専門医を揃え、各検査には総合病院ならではの経験

豊富なスタッフを配置しています。また、利用者様のプライバシーに配慮するとともに、マンモ

グラフィー検査や腹部エコー検査などには女性技師を配置し、女性の皆様にも安心して検査を受

けていただけるようにしています。

　健康管理センターは公立藤岡総合病院附

属外来センターの３階にあり、一般外来か

らは分離され、独立したフロアーとなって

います。また、一泊ドックを受けられる方

にはリラックスできる宿泊施設も備えてい

ます。一般の人間ドックのほかに脳ドッ

ク、肺ドックなどのオプション検査、各種

健診、予防接種も行っていますので、お問

い合わせください。「元気のパートナー」

を基本理念として、皆様の健康づくりのお

手伝いをさせていただきます。是非、当セ

ンターをご利用ください。

当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター
　外来センターは平成14年４月に開設し、病院と診療所の橋渡しを行い地域医
療・保健・福祉の連携を推進しています。「患者様が安心して受診できる」よう
に窓口では受診相談をはじめ場所案内・車いす患者様の介助等を行っています。
初診患者様の場合、どこの診療科を受診したらよいのかわからない場合もあり、
看護師が患者様の訴えを聞き、相談しながら受診科を決めています。

   検査やお薬が重複しないために
　診療所や病院がそれぞれ機能分担をして地域の皆さまの健康を確保します。そ
のために、日頃より親身になって相談を受けてもらえるかかりつけの先生を持つ
ことが大事です。他院から外来センターを受診する場合は、ぜひお薬手帳の持
参・紹介状をもらい受診することをお勧めします。

   がんサロン
　昨年７月に「がんサロンなごみ」を開設しました。がんサロンとは、がん患者さんやご家族が集まり、
がんの悩みや体験を語りあい交流できる場所です。他の地域の患者会メンバーもお見えになることもあり
ました。がん情報の収集・がんに対する様々な相談をお受けいたします。お気軽にお立ち寄りください。

   お名前を教えてください。ありがとうございます。
　当センターにはたくさんの方がいらっしゃいます。同姓や似た名前はたくさんあり１人の患者さんの治
療にはたくさんの医療者がかかわっています。
　患者様を正しく確認させていただくために、外来センターの医療安全の取り組みとして、本人確認が必
要なすべての場面において「患者様に名前を名乗ってもらう」ことを実践しています。ご理解とご協力あ
りがとうございます。

　医療を受ける主体は患者様であり、患者様の視点に立った医療体制が重要です。患者様に安心して安全
な医療が提供できるように努めてまいります。

副看護部長

黒澤久美子

看護師長　黒澤磨由美

訪問看護ステーション
　　　「はるかぜ」のご紹介
　訪問看護ステーションはるかぜは、公立藤岡総合病院附属外来センターの一角にあります。外窓に小
さく表示されていますが残念ながらあまり知られてないようです。
　訪問看護は、病院や地域の在宅主治医の指示のもと訪問し連携しながら在宅での医療を支えておりま
す。利用者様の病気や年齢は様々で全科の患者様を対象に訪問しています。
　人口呼吸器・在宅酸素・尿カテーテル・胃ろう・褥瘡・中心静脈栄養・点滴など様々な医療処置があ
る方や緩和ケアを必要とされている方への訪問看護を行っております。さらに、住み慣れた家で最期を
迎えたい方の看護も行っております。
　当訪問看護ステーションでは、24時間連絡対応体制を整えており、いつでも相談できるよう状況に
応じては、夜間・休日でも訪問し、ご利用者・ご家族が安心して
在宅療養が継続できるようお手伝いをしています。また、リハビ
リ専門のスタッフもおり、在宅でのリハビリも行っています。
　スタッフは、病院での緩和ケアチームや栄養サポートチーム
（NST）・褥瘡チームにも参加し知識、技術を高め、よりよい看護
援助を提供できるよう努力しています。
　ご利用者やご家族から「訪問看護があることを知らなかった。
もっと早く利用したかった」と言うお言葉を頂くことがありま
す。在宅で病気を抱え療養生活に不安を感じている方が多いと思
います。不安を抱え込まないよういつでもご相談下さい。

健康管理センターのご紹介健康管理センターのご紹介
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    緩和ケア【要予約】  (糖)朱☆(第1･3･5週)
    15時～16時30分  (神)水野(第2･4週)
 

午前
 五十嵐 高橋 五十嵐 亀山 五十嵐

心療内科
   五十嵐  五十嵐 

 
午後

 五十嵐 高橋 五十嵐 亀山 
     五十嵐 
小児科  川嶋 川嶋 小山☆ 川嶋 川嶋
(乳)乳児検診 午前 五十嵐☆ 相馬  深澤 鈴木☆
(予)予防接種      五十嵐☆
(神)神経  (心)岡田(第2･4週) 川嶋 (内)小和瀬(第2･4週) 五十嵐 川嶋
(心)心臓 午後 川嶋 鈴木☆  川嶋 (神)柳澤
(内)内分泌  (乳)深澤   (予)相馬 
外科 

午前
 龍城 谷 安藤 設楽 原

(ス)ストーマ外来  田嶋 石崎 谷 安藤 森永
(　)がん専門外来  (消化器)龍城 (消化器)谷  (呼吸器)設楽 (消化器)原
 午後 (呼吸・乳腺)田嶋 (消化・乳腺)石崎  (消化器)安藤 (食道・胃)森永
     (ス)第1･3週 要予約 
  近藤 久保井 近藤 角田 近藤
  髙橋 勝見 久保井 髙橋 久保井
整形外科 午前 小野 萩原 萩原 小野 萩原
   10:30～装具外来 清水(リハビリ) 10:30～装具外来 清水(リハビリ)
      10:30～装具外来

脳神経外科
 

午前
 田中 非常勤 田村 黒崎☆ 非常勤

    甲賀  甲賀

皮膚科
 午前 嶋岡 嶋岡 嶋岡 嶋岡 嶋岡

 午後 15:00～群大 手術 手術 嶋岡 
 

午前
 武井 井上 曲 井上 武井

泌尿器科  北浦 北浦  北浦 北浦
 午後 北浦 北浦   北浦
産婦人科 

午前
 (婦)吉田 (婦)延命☆ (婦)吉田 (婦)延命☆ (婦)中尾

(婦)婦人科  (産)延命☆ (産)吉田 (産)中尾 (産)遠藤 (産)吉田
(産)産科 

午後
 吉田(術後検診) (産・婦)延命☆  (婦)遠藤 

     (産)延命☆ 

眼科
 午前 石原 石原 石原  群大

 午後 検査 検査 検査  検査

耳鼻咽喉科
 午前    群大 要予約 

 午後 15時～群大 要予約    
ペインクリニック 午前 日野/荒井   牛込

診療時間：8時45分～17時00分
受付時間：午前の部   8時～11時
　　　　　午後の部 13時～16時

※ 禁煙外来（完全予約制）
☆は女性医師



健康管理センター長

飯島　　徹

　人間ドックはどこでやっても同じ……と思っていませんか？

　病院の治療実績は重視しても、「人間ドックは温泉に入れると

ころや料理がおいしいところがいい」といったホテルや旅館を選

ぶような感覚になることがあるようです。しかし、健康を守るた

めに検査をしに行くのですから、健診にも質というものを重視し

ていただきたいと思います。

　当健康管理センターでは、健診の質を確保するため外部からの

評価を受けています。日本人間ドック学会からは「人間ドック・

健診施設機能評価」認定を受けており、さらに日本脳ドック学会

認定施設にもなっています。この２つの認定を受けている健診施

設は、群馬県内では当センターを含め２施設のみです。診察にあ

たる医師には循環器、脳神経、消化器などの専門医を揃え、各検査には総合病院ならではの経験

豊富なスタッフを配置しています。また、利用者様のプライバシーに配慮するとともに、マンモ

グラフィー検査や腹部エコー検査などには女性技師を配置し、女性の皆様にも安心して検査を受

けていただけるようにしています。

　健康管理センターは公立藤岡総合病院附

属外来センターの３階にあり、一般外来か

らは分離され、独立したフロアーとなって

います。また、一泊ドックを受けられる方

にはリラックスできる宿泊施設も備えてい

ます。一般の人間ドックのほかに脳ドッ

ク、肺ドックなどのオプション検査、各種

健診、予防接種も行っていますので、お問

い合わせください。「元気のパートナー」

を基本理念として、皆様の健康づくりのお

手伝いをさせていただきます。是非、当セ

ンターをご利用ください。

当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター当院の外来センター
　外来センターは平成14年４月に開設し、病院と診療所の橋渡しを行い地域医
療・保健・福祉の連携を推進しています。「患者様が安心して受診できる」よう
に窓口では受診相談をはじめ場所案内・車いす患者様の介助等を行っています。
初診患者様の場合、どこの診療科を受診したらよいのかわからない場合もあり、
看護師が患者様の訴えを聞き、相談しながら受診科を決めています。

   検査やお薬が重複しないために
　診療所や病院がそれぞれ機能分担をして地域の皆さまの健康を確保します。そ
のために、日頃より親身になって相談を受けてもらえるかかりつけの先生を持つ
ことが大事です。他院から外来センターを受診する場合は、ぜひお薬手帳の持
参・紹介状をもらい受診することをお勧めします。

   がんサロン
　昨年７月に「がんサロンなごみ」を開設しました。がんサロンとは、がん患者さんやご家族が集まり、
がんの悩みや体験を語りあい交流できる場所です。他の地域の患者会メンバーもお見えになることもあり
ました。がん情報の収集・がんに対する様々な相談をお受けいたします。お気軽にお立ち寄りください。

   お名前を教えてください。ありがとうございます。
　当センターにはたくさんの方がいらっしゃいます。同姓や似た名前はたくさんあり１人の患者さんの治
療にはたくさんの医療者がかかわっています。
　患者様を正しく確認させていただくために、外来センターの医療安全の取り組みとして、本人確認が必
要なすべての場面において「患者様に名前を名乗ってもらう」ことを実践しています。ご理解とご協力あ
りがとうございます。

　医療を受ける主体は患者様であり、患者様の視点に立った医療体制が重要です。患者様に安心して安全
な医療が提供できるように努めてまいります。

副看護部長

黒澤久美子

看護師長　黒澤磨由美

訪問看護ステーション
　　　「はるかぜ」のご紹介
　訪問看護ステーションはるかぜは、公立藤岡総合病院附属外来センターの一角にあります。外窓に小
さく表示されていますが残念ながらあまり知られてないようです。
　訪問看護は、病院や地域の在宅主治医の指示のもと訪問し連携しながら在宅での医療を支えておりま
す。利用者様の病気や年齢は様々で全科の患者様を対象に訪問しています。
　人口呼吸器・在宅酸素・尿カテーテル・胃ろう・褥瘡・中心静脈栄養・点滴など様々な医療処置があ
る方や緩和ケアを必要とされている方への訪問看護を行っております。さらに、住み慣れた家で最期を
迎えたい方の看護も行っております。
　当訪問看護ステーションでは、24時間連絡対応体制を整えており、いつでも相談できるよう状況に
応じては、夜間・休日でも訪問し、ご利用者・ご家族が安心して
在宅療養が継続できるようお手伝いをしています。また、リハビ
リ専門のスタッフもおり、在宅でのリハビリも行っています。
　スタッフは、病院での緩和ケアチームや栄養サポートチーム
（NST）・褥瘡チームにも参加し知識、技術を高め、よりよい看護
援助を提供できるよう努力しています。
　ご利用者やご家族から「訪問看護があることを知らなかった。
もっと早く利用したかった」と言うお言葉を頂くことがありま
す。在宅で病気を抱え療養生活に不安を感じている方が多いと思
います。不安を抱え込まないよういつでもご相談下さい。

健康管理センターのご紹介健康管理センターのご紹介


