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〒375-8503 群馬県藤岡市中栗須813番地1 公立藤岡総合病院  経営管理部  企画財政課
TEL 0274-22-3311（代表）  FAX 0274-24-3161  URL http://www.fujioka-hosp.or.jp/

2020年6月1日～

注：表中の※は完全予約、☆は女性医師、（　）内の数字は、月の何週目かを表しています。
診療時間：8時45分～17時00分　　　受付時間：〈午前〉8時～11時　〈午後〉13時～16時 新患（初診）は午前のみ　紹介状をご持参ください。

発　行

外来診療予定表

公立藤岡総合病院
多野藤岡医療事務市町村組合

公立藤岡総合病院
多野藤岡医療事務市町村組合

診療科
月 火 水 木 金

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
総合診療科

（新）新患
（新）神保 神保 （新）神保 神保 （新）成澤 神保 （新）塚田（明） 神保 （新）神保 （消外科）中村
（新）飯島 （新）杉㟢 （新）小川 （新）佐藤（広）

循環器内科
植田 菅野 井上 井上 山岸☆ 山岸☆ 植田 長谷川 井上 間渕

間渕 小野 鈴木 鈴木 小野 飯島
菅野 山岸☆

呼吸器内科
高野 茂木（充） 茂木（充） 梅津☆ 須賀 梅津☆ 茂木（充） 竹村

池田☆ 山口（公） 池田☆ 竹村 池田☆ 池田☆

田口

血液内科
外山 石川 外山 斉藤 石川 外山
半田 長坂

腎臓・リウマチ
月田☆ 太田☆ 茂木（伸） 太田☆ 塚田（義） 茂木（伸） 塚田（義） 塚田（義）

小川 佐藤（広） 月田☆

糖尿病内科
中原☆ 津久井 中原☆ 朱☆ 中原☆

朱☆

甲状腺 中原☆ 西野（第1・2・3・4週）
消化器内科 山口（泰）☆ 山口（泰）☆ 秋谷
神経内科 ※群大 ※群大 ※☆古田 ※☆古田 ※群大 ※群大 ※岡（第1・3・5週） ※岡（第1・3・5週）

脳神経外科
若林 田村 込山 甲賀

甲賀
心療内科 ※須田 ※須田

外科
（　）がん専門外来

熊倉 （消化器・食道）熊倉 石崎 石崎 設楽 （循）※阿部（第1・3週） 設楽 （胃・大腸）加藤 高橋（遼） 高橋（遼）
中里 （消化器）中里 松本☆ （乳）松本☆ 松本☆ 加藤 山中 遠藤（瑞） 遠藤（瑞）

（新）遠藤（瑞） （新）加藤 （新）高橋（遼） （新）山中 （新）岡崎 岡崎
ストーマ外来 要予約

整形外科

岡田 中島 ※猪俣 岡田 中島 大沢
大沢 勝見 三森☆ 三森☆ 長島

髙橋（佑） 長島 髙橋（佑）

装具外来
10：30〜

装具外来
10：30〜

装具外来
10：30〜

装具外来
10：30〜

装具外来
10：30〜

リハビリテーション科 矢島 清水
産婦人科 （婦）吉田 ※（術前）片貝 （婦）延命☆ （婦）吉田 （婦）吉田 （婦）片貝 （婦）延命☆ （婦）※遠藤（究） （婦）大枝 （産）大枝

（婦）婦人科・（産）産科 （産）延命☆ 吉田 （産）吉田 （産）延命☆ （産）片貝 （産）吉田 （産）遠藤（究）（産）延命☆ （産）延命☆ ※池田
助産師外科 ※13:00〜14:00 ※13:00〜14:00 ※13:00〜14:00
麻酔・ペインクリニック科 荒井/金井/萩原（竜） 牛込

小児科
（乳）乳児健診
（予）予防接種

渡部 ※渡部 牧岡☆ （乳）※牧岡 相馬 ※相馬 小山☆ ※小山☆ 渡部 ※渡部
（内分泌）※田部井 （乳）※相馬 （予）※牧岡☆ ※小山☆

（心）※岡田（第2週） ※川嶋
小児外科 ※鈴木
耳鼻咽喉科 ※14:30〜群大 ※非常勤 ※古屋 ※群大 ※14:00〜めまい外来

眼科
群大 ※群大 ※［検査］ ※［検査］ ※［検査］ ※［検査］ 群大 ※群大 群大 ※［検査］

群大 ［手術］
皮膚科 嶋岡 嶋岡 ［手術］ 嶋岡 ［13：00〜15：00手術］ 嶋岡 ※嶋岡 嶋岡

泌尿器科
内田（達） 内田（達） 坂本 坂本 坂本 ※内田（達） 武井 武井

武井 武井 前野 武井 ※坂本 前野 坂本
緩和ケア外来 ※15：00〜16：00武井
放射線治療科 ※塩谷☆ ※塩谷☆ ※塩谷☆ ※塩谷☆ ※塩谷☆ ※塩谷☆

歯科口腔外科
※髙山 ［手術］ ※髙山 ※髙山 ※髙山 ※髙山 ※髙山 ［手術］ ※髙山 ※髙山
※池☆ ［手術］ ※池☆ ※池☆ ※池☆ ※池☆ ※池☆ ［手術］ ※池☆ ※池☆

形成外科 牧口（第1・2・3・5週）
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　この度、田村幸子前看護部長の後を引き継ぎ、新たに看護部長を拝命致しました髙田幸子と申します。どうぞよろしくお願い致します。
私は、3月まで群馬大学医学部附属病院に勤務しておりました。主に整形外科、腎臓・リウマチ内科、血液内科、乳腺・内分泌外科の実
践を経験いたしました。また、管理職として看護職員の教育部門を担当し、育成研修の企画・運営に携わって参りました。これらの経験
の中で私が強く感じたことは、「看護は提供する人間の質が大切」という事です。質の高い看護を提供するためには、看護職員一人一人
の知識や技術を高めることは重要です。しかし、それだけで質の高い看護を提供できるとは限りません。患者さんから満足や信頼を得る
には、いかに看護職が患者さんやご家族の思いや意思を汲み取り、治療や看護に反映させられるかが重要です。それには、看護職員が
患者さんの思いに寄り添える人としての豊かな人間性や倫理観を持つことが大切だと考えます。
　当院の病院理念である、「地域住民から信頼される医療」の実現には、チーム一丸となっての医療が不可欠です。私たち看護職員は、
患者さんに寄り添うとともに、チームの要として多職種を繋ぎ、信頼される医療の提供に貢献する役割を
果たす必要があります。
　今、当院の看護職員は、今までに経験したことのない慌ただしい状況下でも、真摯に患者さん
と向き合い、よりよい看護を提供したいという思いでいます。この思いを受け止め、今よりも
さらに進化し、患者さんに寄り添う看護の提供と信頼される医療の提供を実現させていく
ことが私の役割だと考えております。
　さらには、地域を大きなチームとして捉え、中核病院としての役割をさらに発揮できるよう
地域の医療、福祉に携わる皆様と連携の強化を図り、地域住民の方を支える医療の提供に
努めていきたいと思います。皆様のご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

看護部長  髙 田 幸 子 Sachiko Takada

新任のごあいさつ

看護部長が変わりました。

新入職医師紹介
令和２年度は、２１名の医師を当院へ迎えました。
地域の先生方には何かとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
それぞれの医師に自己アピールや趣味などを聞きました。

①呼吸器疾患全般。臨床研究分野は、間質性肺炎の画像診断、
呼吸器感染病の臨床（レジオネラ肺炎、ニューモスチス肺炎、
肺結核）などです。

②ワイン選びが好きです。大吟醸選びも好きです。
③COVID-19をどう制圧するか日々思案しています。

呼吸器内科　茂木　充

壁谷 　建志 （消化器内科・部長）
髙松 　寛人 （循環器内科・部長）
中川 　純一 （呼吸器内科・部長）
内田 　　恵 （呼吸器内科・医長）
田原 　研一 （血液内科・医長）
中山 　敬太 （血液内科・医員）
寺崎 　幸恵 （血液内科・医員）
松本 　　彬 （血液内科・医員）
松﨑 　智子 （腎臓内科・医員）
土屋 　俊平 （腎臓内科・医員）
岩脇 　史郎 （小児科・医員）
菊地 　健太 （外科・医員）

本田 　周子 （外科・医員）
内田 真太郎 （外科・医員）
土田 ひとみ （整形外科・部長）
橘　 　昌宏 （整形外科・医長）
工藤 　千佳 （整形外科・医員）
有澤 　信亮 （整形外科・医員）
中島 　知貴 （整形外科・医員）
富田 　庸介 （脳神経外科・医長）
大隅 麻貴子 （歯科口腔外科・医員）
縣　 　知弘 （泌尿器科・医員）
周藤 　　周 （産婦人科・医員）
熊坂 　百香 （放射線診断科・医長）

Mitsuru Motegi
①血液疾患を中心に内科全般の診療に日々精進します。
②ドライブ　料理
③包丁の切れ味で食材の食味に変化があるかどうか。

血液内科　　石川　哲也 Tetsuya Ishikawa
①手外科
②ランニング
③特になし

整形外科　　岡田　純幸 Junkou Okada

①虚血性心疾患、循環器内科専門医取得。胸痛、呼吸苦、間欠性
跛行等でお困りでしたらご相談ください。

②趣味：ゴルフ、ダイビング　特技：ダンス
③新型コロナ禍終息後の世界情勢

循環器内科　菅野　幸太 Kouta Sugano
①手外科を中心に整形外科疾患全般を診療しています。
②登山
③認定山岳医制度

整形外科　　大沢　朝翔 Asuka Osawa
①2018年外科専門医　2020年消化器病専門医
②映画鑑賞　サッカー観戦
③東京オリンピック

外科　　　　山中　崇弘 Takahiro Yamanaka

①呼吸器は、根治が難しい疾患も多いですが、そのような中でも
穏やかな生活が送れるようにお手伝いできればと考えており
ます。

②犬を眺めること。
③2025年問題

呼吸器内科　梅津　和恵 Kazue Umetsu
①口腔外科一般。日本口腔外科学会認定医取得。十分な説明を
行い、安心して治療が受けられるように心がけています。

②旅行　ダンス　ヨガ
③新型コロナウイルス関連

歯科口腔外科　池　嘉子 Yoshiko Ike
①脳神経外科医です。現在臨床医として働きながら群馬大学大学
院医学系研究科3年目でもあり、基礎研究も行っています。

②バスケットボール部でした。今も社会人チームで市民大会など
に参加しています。

③新型コロナウイルス感染拡大による世界経済

脳神経外科　込山　和毅 Kazuki Komiyama

①一般外傷
②ラグビー　グルメ

整形外科　　長島　泰斗 Taito Nagashima
①血液内科専攻医です。
②読書
③ユースビオ

血液内科　　塚田　明彦 Akihiko Tsukada
①泌尿器科一般。生殖医療に興味を持っています。
②野球観戦
③今年のプロ野球がどうなるのか

泌尿器科　　前野　佑太 Yuta Maeno

①小児外科専攻医ですが、成人外科研修でお世話になっており
ます。全力で頑張っていこうと思っております。

②趣味：晩酌（ビール、ウイスキー、日本酒）、YOUTube観賞
　特技：バドミントン、スノーボード、オセロ
③群馬の美味しいレストランや居酒屋　焼きまんじゅうの味
COVIDの今後

外科　　　　岡崎　英人 Hideto Okazaki
①血液疾患は化学療法のみで治癒を目指すことができる点が最
大の魅力だと考えています。

②ラジオを聞きながら料理（以前から節約のために自炊をしてい
ましたが、最近は手の込んだ料理もするようになりました）

③近所のおいしい洋菓子屋さん。

血液内科　　杉﨑　真人 Manato Sugisaki
①免疫抑制療法や、腎生検、血液透析などの専門性と一般内科
的両面とを併せ持つのが当科です。

②ネットでパーツを買ってパソコンを組むのが特技です。
③外食できないのでコンビニ弁当ばかりなのがツライ。

腎臓内科　　小川 真一郎 Shinichiro Ogawa

①良性疾患から悪性疾患、出産から最期まで幅広く、真剣に取り
組んでいきます。

②魚釣りを少々
③ピアノを弾けるようになって、四宮先生の様になりたいです。

産婦人科　　大枝　涼平 Ryohei Ooeda
①今はまだ内科を広く勉強させてもらってます。これからも研鑽を
積みたいと思います。

②特にこれといったものはありません。
③ホットクックという調理家電で作れる料理

血液内科　　成澤 由起子 Yukiko Narusawa
①H29年卒の若手なので、一般外傷やよくある整形外科疾患の
経験を積みたいと思っています。

②週刊少年ジャンプを紙媒体で読むこと。
③HUNTER×HUNTERがいつ連載再開するか。

整形外科　　三森　江里 Eri Mitsumori

①腎臓のこと、膠原病のこと等、ご相談ください。
②子どもと遊ぶこと。
③コロナがいつまで続くか。

腎臓内科　　佐藤　広宣 Hironobu Sato
①この度、４月から赴任した髙橋佑と申します。整形外科を専門と
しております。部位の専門はまだ決めていないので、幅広く診
療できればと思っております。

②旅行に行き、風景写真を撮ること
③いつ頃から旅行に行けるようになるか。早くいつも通りの生活が
送れるようになればと思っています。

整形外科　　髙橋　佑 Yu Takahashi
①外科専門医取得を目指して、一般外科医として診療に携わらせ
ていただいてます。

②陸上競技　アウトドアスポーツ　FF　DQ
③コロナ関連で垣間見る人間の本性

外科　　　　遠藤　瑞貴 Mizuki Endo

①専門分野の自己アピール　②趣味・特技　 ③最近気になる事

退 職 医 師
病院の理念

地域住民から信頼される医療

基本方針

１ 患者さんの権利と意思を尊重し、患者本位の医療を提供します。
２ 地域中核病院として、救急医療、高度専門医療の充実に努めます。
３ 地域の医療・介護・保健機関と密接な連携を行います。
４ 次世代の医療従事者の教育・研修に貢献します。
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　令和２年度の診療報酬改定により、一般病床数 200 床以上の地域医療支援病院では、保険診療とは別に選定療養
費として「初診時および再診時選定療養費」の定額徴収が義務づけられ、金額についても最低金額が定められましたの
で、選定療養費の改定を行ない、次の料金を患者さんにご負担いただくことになりました。
※当病院を受診される場合は、かかりつけ医などの紹介状をご持参いただきますようお願いします。

　当院は臨床研修指定病院となっており、
毎年研修医を受け入れています。
　２年間の初期臨床研修を受け、各科の専門
分野に着任する前に広く浅く様々な科を経験
し、勉強します。
　今年度は７名の研修医を受け入れました。

　当院では感染拡大防止のため、当分の間、原則面会禁止とさせていただきます。入院中のご家族・患者さんをお守り
するため、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

初診時・再診時・時間外にかかる
「選定療養費」に関する重要なお知らせ

感染症流行に伴う面会禁止について

紹介状をお持ちでない初診の患者さんにご負担いただく金額を改定します。

令和2年5月31日まで 令和2年6月1日から
2,750円（税込） 5,500円（税込）

　『発熱や長引く咳や痰があり、公立藤岡総合病院での診察が必要と判断された方』の紹介については、患者支援セン
ターまでご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症が疑われる方の紹介について

　診療科によっては、完全予約制または、外来受診の一部制限をさせていただいております。先生方からのご紹介は、
患者支援センターが窓口となってご予約させていただきますのでご連絡ください。

紹介状をお持ちの患者さんへ

当病院から他の医療機関へ紹介を行った患者さんが、引続き当病院への受診を自ら希望され、
再度受診された場合に新たにご負担いただきます。

令和2年5月31日まで 令和2年6月1日から
負担なし 2,750円（税込）

夜間・休日の救急外来で緊急性の低い患者さんからご負担いただく金額がかわります。
※初診時の選定療養費改定に伴い、時間外における選定療養費も改定いたします。

令和2年5月31日まで 令和2年6月1日から
3,850円（税込） 5,500円（税込）

おしらせ

患者支援センターで外来診療の予約を取ります。

初 

診 

時

再 

診 

時

時 

間 

外

＜連絡先＞ 公立藤岡総合病院　医事情報課　ＴＥＬ 0274-22-3311(代表)

＜連絡先＞ 公立藤岡総合病院　患者支援センター 　ＴＥＬ 0274-22-3311(代表)

前列左から、古市、小野、大野  後列左から、吉田、髙橋、今井、峰村

①産婦人科医を目指しています。２年間の初期研修で
　は興味のある分野も苦手な分野も知識を深めてい
　けるようがんばります。
②トライアスロン　刺繍　お弁当作り
③上級医の先生方の睡眠時間

①前橋市出身です。群馬県で地域のために働けるよ
うに頑張ります。
②ドライブ　競技かるた　バドミントン
③美味しい作り置きメニュー

①目指している分野はまだ未定ですが、この2年間で
診科の範囲を超えて広い知識を身につけたいと考
えています。
②小学生から大学生までサッカーをしていました。
③最近5Gが話題ですが、このまま通信技術が発達し
たら医療はどう変わるのか気になります。

①埼玉県出身、群馬大学卒です/日々学び、成長でき
るよう努力してまいります。
②サッカー　登山　K-POP
③世の中が落ち着いたら温泉に入りたいです。

①外科系、産婦人科、救急。研修期間を通じて、たくさ 
んのことを学び、一人前の医師として貢献できるよ
う頑張ります。
②野球　百人一首
③美味しいビーフシチューの作り方

①まだ何科に進もうか考えている段階ですが、２年間
の研修を通じてじっくり考えていきたいと思ってます。
②バレーボール　車で色々な場所に出かける事
③食事制限をせずに家の中でどうやってダイエットが
　できるかということ。

①内科系、もしくは小児科の専門医を目指したいと考
えております。
②映画鑑賞　Mine craft
③延期や中止されたイベントの今後

大野　美咲 Misaki Ohno

小野　りさ子 Risako Ono

古市　望 Nozomi Furuichi

髙橋　慶一郎 Keiichirou Takahashi

吉田　源也 Genya Yoshida

峰村　成 Narumi Minemura

今井　勝也 Katsuya Imai

①自己アピール及び目指している分野
②趣味・特技　 ③最近気になる事

New Face
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