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連 携 室 通 信
老年病研究所附属病院だより

老年病研究所附属
高玉診療所のご紹介

高玉診療所は前橋市街地、本町の住宅街の
中の旧高玉医院の建物で、診療を行っていま
す。医師を含めてスタッフ６名の小さな診療
所ですが、近所の方や、昔からのかかりつけ
の方の外来診療の他、在宅療養の方、特別養
護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅に訪問診療
を行っています。

病院との連携

老年病研究所附属病院に入院して、後に在
宅療養をご希望の患者さんには、退院前に診
療所も参加して、病棟主治医、病棟看護師、
リハビリスタッフ、ケアマネジャー、訪問看
護スタッフ、訪問介護事業所、福祉介護用具
会社など多職種でカンファレンスを行い、退
院後に必要な医療と看護・介護サービスを検

討します。そして、退院後、高玉診療所よりご
自宅に訪問診療に伺います。陽光苑を退所され
る方にも、同様のシステムで対応しています。
病院からの退院、陽光苑からの退所のご不安は
かなり軽減されるのではないでしょうか。

関連施設との連携

老年病研究所附属病院の関連施設として、
特別養護老人ホームサンライフ問屋町とサン
ライフアネックス、介護付き有料老人ホーム
サンヒルズ総社にも訪問診療に伺っています。
病院の通院がなかなか困難な方が多い中、具
合の悪い時は往診にも対応しています。もち
ろん、必要に応じて検査や専門外来など、本

次ページへ

ていただけるよう対応しています。
2018年に関連施設で「看取り介護」で最期

を迎えた方は20名程いらっしゃいます。そし

て、ご家族の方々は大切な方の穏やかな死を

受け入れやすかったと感じていただけている

ようです。このように、高玉診療所はご近所

の方の軽い風邪から看取り医療まで、幅広く

在宅支援診療所として診療を行っています。

是非お気軽にご相談、ご紹介くださいますよ

うお願い申し上げます。

１．地域の人々の健康を守るための、
      研究と実践
２．疾病の予防と治療に役立つ看護、
      介護の推進
３．高齢社会における保健・医療・
　　福祉のネットワーク作り

老年病研究所附属病院の理念
１．最新医療の研究と実践
２．質の高い安全な医療の提供
３．多職種によるチーム医療の実践
４．地域医療および社会への貢献
５．職員教育の充実
６．病院経営の安定

老年病研究所附属病院の基本方針

医師　佐藤美恵
医師　吉田カツ江

外 来 診 療 表 第2・第4土曜日休診
※歯科口腔外科は第２・４土曜も診察しています 令和元年7月1日～

午前8：30～11：30まで ／ 午後1：30～4：00まで （土曜の受付は11：00まで） ※急患は24時間受付けております
※禁煙外来は初診のみで再診は内科外来で行います受付時間
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院と連携して行います。数年前より電子カル
テを共有し、訪問診療先でも全科のカルテや
処方はもちろんのこと、画像検査まで見るこ
とができるようになりました。

看取りの医療

延命処置をしないで自然に患者さん自身の
最期を尊重する看取りもしています。それぞ
れの施設では終末期には「看取り介護」を行っ
ており、診療所では施設と連携して患者さん
とご家族様のご希望に沿った終末期を過ごし



ひまわりカフェ  ～イベントのお知らせ～
★ひまわりカフェとは？

だれでも気軽に立ち寄って交流していただく場として
平成３０年１０月にオープンしました。
みなさんに楽しんでいただける企画を計画しております。

★どなたでも参加できます
　（地域にお住まいの方・通院中の患者さんなど）
★場　所：旧ひまわり保育園（建設会館南側角）
★参加費：１００円（お茶代）

高玉診療所は前橋市街地、本町の住宅街の
中の旧高玉医院の建物で、診療を行っていま
す。医師を含めてスタッフ６名の小さな診療
所ですが、近所の方や、昔からのかかりつけ
の方の外来診療の他、在宅療養の方、特別養
護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅に訪問診療
を行っています。

病院との連携

老年病研究所附属病院に入院して、後に在
宅療養をご希望の患者さんには、退院前に診
療所も参加して、病棟主治医、病棟看護師、
リハビリスタッフ、ケアマネジャー、訪問看
護スタッフ、訪問介護事業所、福祉介護用具
会社など多職種でカンファレンスを行い、退
院後に必要な医療と看護・介護サービスを検

討します。そして、退院後、高玉診療所よりご
自宅に訪問診療に伺います。陽光苑を退所され
る方にも、同様のシステムで対応しています。
病院からの退院、陽光苑からの退所のご不安は
かなり軽減されるのではないでしょうか。

関連施設との連携

老年病研究所附属病院の関連施設として、
特別養護老人ホームサンライフ問屋町とサン
ライフアネックス、介護付き有料老人ホーム
サンヒルズ総社にも訪問診療に伺っています。
病院の通院がなかなか困難な方が多い中、具
合の悪い時は往診にも対応しています。もち
ろん、必要に応じて検査や専門外来など、本
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ていただけるよう対応しています。
2018年に関連施設で「看取り介護」で最期

を迎えた方は20名程いらっしゃいます。そし

て、ご家族の方々は大切な方の穏やかな死を

受け入れやすかったと感じていただけている

ようです。このように、高玉診療所はご近所

の方の軽い風邪から看取り医療まで、幅広く

在宅支援診療所として診療を行っています。

是非お気軽にご相談、ご紹介くださいますよ

うお願い申し上げます。

● 日時：令和元年 12 月 6 日（金）
　　　　12：00 ～ 講演会
　　　　12：30 ～ 食事会
● 場所：新館６階　講堂

『油を減らしてヘルシーに』 
～高カロリーになりがちな冬料理のコツ～

・ご飯　
・カレースープ
・揚げない豚ミルフィーユカツ
・水菜のサラダ　・豆乳プリン

熱量 408kcal　蛋白質 24.1g　食物繊維 3.6g　塩分 1.8g

担当　管理栄養士　野田

花　名：クジャクソウ
花言葉：一目惚れ、可憐
撮影者：松原信子様

12月の食事会のお知らせ

参加ご希望の方は病院受付にお申し込みください。会費 500 円です。

認知症予防カフェ（第３火曜日）
１３：３０から１５：００まで
認知症予防をみんなで気軽に話しましょう！

ふらっとカフェ（水曜日）
１３：３０から１５：００まで
みんなでお茶を飲みながら楽しくおしゃべり！

イベント内容 （都合により変更する場合があります）

詳細については下記担当までお問い合わせください。
前橋市地域包括支援センター西部（電話：027-255-3100）　担当  山田

★イベント予定表は毎月末にひまわりカフェ入口で配布しています。
★その他のイベントはイベント予定表でご確認ください。
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テを共有し、訪問診療先でも全科のカルテや
処方はもちろんのこと、画像検査まで見るこ
とができるようになりました。

看取りの医療

延命処置をしないで自然に患者さん自身の
最期を尊重する看取りもしています。それぞ
れの施設では終末期には「看取り介護」を行っ
ており、診療所では施設と連携して患者さん
とご家族様のご希望に沿った終末期を過ごし

病院までお越しいただけない場合にご自宅へ歯科医師と歯科衛生士が診療に伺います。

・顔が腫れて痛い、歯が痛い　・入れ歯が合わない　・口腔ケアの方法を知りたい

　など、お気軽にご相談ください。

・初めての場合や予約外診療を希望される場合は、即日の対応が困難なこともありますが、

　緊急の場合はこの限りではありません。

※症状、全身状態により応急処置にとどまる場合もあります。

　また、診療費用は出張に関する費用が加算されます。

お困りの方はお気軽にご相談ください。
問い合わせ先：０２７－２５３－３３１１（歯科外来まで）

訪問歯科診療のご案内
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診療科　　内科、神経内科、麻酔科

診療時間　月～金 AM9:00 ～ AM12:00　

　　　　　　　　 PM1:00 ～ PM 5:00（往診）

　　　　　土 　　AM9:00 ～ AM12:30

　　　　　第 2、4 土曜、祝日は休診

所在地　　群馬県前橋市本町 1 丁目 17-4

最寄駅　　JR 両毛線「前橋駅」 徒歩 14 分

　　　　　上毛電気鉄道上毛線

　　　　　「中央前橋駅」 徒歩 14 分
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ご不明な点等ございましたら
気軽にお問い合わせください

TEL027-223-1414
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気軽にお問い合わせください

TEL027-223-1414
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　　　　12：30 ～ 食事会
● 場所：新館６階　講堂

『油を減らしてヘルシーに』 
～高カロリーになりがちな冬料理のコツ～

・ご飯　
・カレースープ
・揚げない豚ミルフィーユカツ
・水菜のサラダ　・豆乳プリン

熱量 408kcal　蛋白質 24.1g　食物繊維 3.6g　塩分 1.8g

担当　管理栄養士　野田

花　名：クジャクソウ
花言葉：一目惚れ、可憐
撮影者：松原信子様

12月の食事会のお知らせ

参加ご希望の方は病院受付にお申し込みください。会費 500 円です。

認知症予防カフェ（第３火曜日）
１３：３０から１５：００まで
認知症予防をみんなで気軽に話しましょう！

ふらっとカフェ（水曜日）
１３：３０から１５：００まで
みんなでお茶を飲みながら楽しくおしゃべり！

イベント内容 （都合により変更する場合があります）

詳細については下記担当までお問い合わせください。
前橋市地域包括支援センター西部（電話：027-255-3100）　担当  山田

★イベント予定表は毎月末にひまわりカフェ入口で配布しています。
★その他のイベントはイベント予定表でご確認ください。

院と連携して行います。数年前より電子カル
テを共有し、訪問診療先でも全科のカルテや
処方はもちろんのこと、画像検査まで見るこ
とができるようになりました。

看取りの医療

延命処置をしないで自然に患者さん自身の
最期を尊重する看取りもしています。それぞ
れの施設では終末期には「看取り介護」を行っ
ており、診療所では施設と連携して患者さん
とご家族様のご希望に沿った終末期を過ごし

病院までお越しいただけない場合にご自宅へ歯科医師と歯科衛生士が診療に伺います。

・顔が腫れて痛い、歯が痛い　・入れ歯が合わない　・口腔ケアの方法を知りたい

　など、お気軽にご相談ください。

・初めての場合や予約外診療を希望される場合は、即日の対応が困難なこともありますが、

　緊急の場合はこの限りではありません。

※症状、全身状態により応急処置にとどまる場合もあります。

　また、診療費用は出張に関する費用が加算されます。

お困りの方はお気軽にご相談ください。
問い合わせ先：０２７－２５３－３３１１（歯科外来まで）

訪問歯科診療のご案内

群馬中央病院群馬中央病院

老年病研究所
附属高玉診療所
老年病研究所

附属高玉診療所

ジョイフルジョイフル

大泉寺大泉寺

群馬県庁群馬県庁

群馬会館群馬会館

前橋市役所前橋市役所

前橋市立桃井小前橋市立桃井小

群馬中央病院群馬中央病院

りそな銀行りそな銀行

煥乎堂煥乎堂

セブンイレブンセブンイレブン

松山医院松山医院厩橋城
車橋門跡
厩橋城
車橋門跡
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表町一丁目表町一丁目

紅雲町二丁目紅雲町二丁目

本町一丁目本町一丁目

本町一丁目本町一丁目

県庁南県庁南

龍海院龍海院

17

17

診療科　　内科、神経内科、麻酔科

診療時間　月～金 AM9:00 ～ AM12:00　

　　　　　　　　 PM1:00 ～ PM 5:00（往診）

　　　　　土 　　AM9:00 ～ AM12:30

　　　　　第 2、4 土曜、祝日は休診

所在地　　群馬県前橋市本町 1 丁目 17-4

最寄駅　　JR 両毛線「前橋駅」 徒歩 14 分

　　　　　上毛電気鉄道上毛線

　　　　　「中央前橋駅」 徒歩 14 分

診療科　　内科、神経内科、麻酔科

診療時間　月～金 AM9:00 ～ AM12:00　

　　　　　　　　 PM1:00 ～ PM 5:00（往診）

　　　　　土 　　AM9:00 ～ AM12:30

　　　　　第 2、4 土曜、祝日は休診

所在地　　群馬県前橋市本町 1 丁目 17-4

最寄駅　　JR 両毛線「前橋駅」 徒歩 14 分

　　　　　上毛電気鉄道上毛線

　　　　　「中央前橋駅」 徒歩 14 分

ご不明な点等ございましたら
気軽にお問い合わせください

TEL027-223-1414

ご不明な点等ございましたら
気軽にお問い合わせください

TEL027-223-1414

老年病研究所附属高玉診療所老年病研究所附属高玉診療所
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地域医療福祉連携室・相談室
TEL ０２７－２５３－４１０８　FAX ０２７－２５３－４１３５

連 携 室 通 信
老年病研究所附属病院だより

老年病研究所附属
高玉診療所のご紹介

高玉診療所は前橋市街地、本町の住宅街の
中の旧高玉医院の建物で、診療を行っていま
す。医師を含めてスタッフ６名の小さな診療
所ですが、近所の方や、昔からのかかりつけ
の方の外来診療の他、在宅療養の方、特別養
護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅に訪問診療
を行っています。

病院との連携

老年病研究所附属病院に入院して、後に在
宅療養をご希望の患者さんには、退院前に診
療所も参加して、病棟主治医、病棟看護師、
リハビリスタッフ、ケアマネジャー、訪問看
護スタッフ、訪問介護事業所、福祉介護用具
会社など多職種でカンファレンスを行い、退
院後に必要な医療と看護・介護サービスを検

討します。そして、退院後、高玉診療所よりご
自宅に訪問診療に伺います。陽光苑を退所され
る方にも、同様のシステムで対応しています。
病院からの退院、陽光苑からの退所のご不安は
かなり軽減されるのではないでしょうか。

関連施設との連携

老年病研究所附属病院の関連施設として、
特別養護老人ホームサンライフ問屋町とサン
ライフアネックス、介護付き有料老人ホーム
サンヒルズ総社にも訪問診療に伺っています。
病院の通院がなかなか困難な方が多い中、具
合の悪い時は往診にも対応しています。もち
ろん、必要に応じて検査や専門外来など、本

次ページへ

ていただけるよう対応しています。
2018年に関連施設で「看取り介護」で最期

を迎えた方は20名程いらっしゃいます。そし

て、ご家族の方々は大切な方の穏やかな死を

受け入れやすかったと感じていただけている

ようです。このように、高玉診療所はご近所

の方の軽い風邪から看取り医療まで、幅広く

在宅支援診療所として診療を行っています。

是非お気軽にご相談、ご紹介くださいますよ

うお願い申し上げます。

１．地域の人々の健康を守るための、
      研究と実践
２．疾病の予防と治療に役立つ看護、
      介護の推進
３．高齢社会における保健・医療・
　　福祉のネットワーク作り

老年病研究所附属病院の理念
１．最新医療の研究と実践
２．質の高い安全な医療の提供
３．多職種によるチーム医療の実践
４．地域医療および社会への貢献
５．職員教育の充実
６．病院経営の安定

老年病研究所附属病院の基本方針

医師　佐藤美恵
医師　吉田カツ江

外 来 診 療 表 第2・第4土曜日休診
※歯科口腔外科は第２・４土曜も診察しています 令和元年7月1日～

午前8：30～11：30まで ／ 午後1：30～4：00まで （土曜の受付は11：00まで） ※急患は24時間受付けております
※禁煙外来は初診のみで再診は内科外来で行います受付時間

午前

午後

午前

午前

午後

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午後

午前

午後

高玉真光・秋山

岡本・東海林・菊池

清水

1診：内藤 2診：岩井

佐藤院長
加藤

加藤

高玉篤

渋沢

矢嶋

矢嶋

中村哲也

増田

福士・戸谷

福士・戸谷

高玉真光
小池（9：00～）・秋山

小池（14：00まで）

岡本・東海林・甘利

清水

天野

高玉真

岩井（14：30まで）

島田

高玉篤

高玉篤

渋沢

中村哲也

中村保子

諏訪（第１）・渡辺（第３）

福士・戸谷

茂木・福士・戸谷

高玉真光・勝山

秋山

勝山(完全予約制)

岡本・東海林・甘利

山内（15：30まで）

山口（完全予約制）

天野

1診：内藤 2診：高玉真

岩井（14：30まで）

佐藤院長
館野

館野

高玉篤

高玉篤（隔週）

渋沢

一ノ瀬

山田（第2、4）（胃）

山田（第2、4）（大腸）

増田（10：30まで）

福士・戸谷

高玉真光
勝山・秋山

勝山(完全予約制)

岡本・酒井

甘利（完全予約制14：00まで）
瓦林・漆田

天野

1診：内藤 2診：岩井

佐藤院長（10：30まで）

加藤

高玉篤

高玉篤

古川

神宮

福士・戸谷・伊達

福士・戸谷・伊達

高玉真光・勝山

秋山

勝山(完全予約制)

岡本・池田

池田（15：30まで）

天野

1診：宮本 2診：内藤

館野
島田

島田

高玉篤・遠藤

渋沢

黒川

中村保子

乾（胃）

乾（大腸）

佐藤美恵

山口（第2、4）
(完全予約制9：00～11：30)

福士・戸谷

福士

高玉真光（10：30まで）
勝山

菊池

天野

田村

1診：高玉真 2診：宮本

佐藤院長（第1）

島田（第1、5）

館野（第3、5）

加藤（第3）

高玉篤

中村保子

福士（第1、3、5）

戸谷（第2、4）

時間帯診療科目
曜日 月 火 水 木 金 土

内科

禁煙外来

脳神経内科

物忘れ外来(神経内科)

脳神経外科

整形外科

眼科

皮膚科

泌尿器外来

漢方外来（内科）

高血圧外来

糖尿病外来

内視鏡

麻酔科

歯科・口腔外科

腎臓リウマチ内科

リハビリテーション科

睡眠時無呼吸外来

循環器内科(不整脈外来)

循環器内科
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院と連携して行います。数年前より電子カル
テを共有し、訪問診療先でも全科のカルテや
処方はもちろんのこと、画像検査まで見るこ
とができるようになりました。

看取りの医療

延命処置をしないで自然に患者さん自身の
最期を尊重する看取りもしています。それぞ
れの施設では終末期には「看取り介護」を行っ
ており、診療所では施設と連携して患者さん
とご家族様のご希望に沿った終末期を過ごし


