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連 携 室 通 信
老年病研究所附属病院だより

新年のご挨拶

　皆様、新しい年を迎え誠におめでとう
ございます。本年が皆様にとって、良い
１年になりますよう願っております。
　私は昨年７月に院長に就任し、整形外
科医としての業務もありましたので年の
後半はあっという間に過ぎてしまいまし
た。今年は４月から整形外科医を一人増
員することになり、さらに院長職に集中
できそうです。また、リハビリの専門医
として、回復期を中心により充実したリ
ハビリが行えるように努めたいと思って
おります。現在、回復期リハビリテーショ
ン病棟の新規入院患者における重症割合
は40％を超えていますが、在宅復帰率は

80％に達しています。これは、退院時に
患者様が家での日常生活動作を獲得でき
たことを示しています。
　そして、今年は病院の質を上げるために、
それぞれの職員がやりがいを持ってその
仕事に従事しているか、職員の満足度を
重視したいと思っております。職員の満足
なくして患者様の満足は実現しないと考え
ています。これからも患者様にとって、
良い病院であり続けるために、スタッフと
一緒に努力して行く所存です。今年も皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。

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

院長　佐藤 圭司
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花名：梅　花言葉：高潔、不屈の精神　　　　
撮影者：松原信子様

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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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。

　当院の薬剤部は薬剤師11名、調剤補
助１名、事務１名の計13名で業務をお
こなっております。調剤業務の１ケ月
あたりの平均処方せん枚数は、入院内
服薬処方せん1,266枚、入院注射薬処方
せん2,068枚、入院麻薬処方せん36枚、
外来麻薬処方せん２枚、外来院内処方
せん5,996枚です。併設の陽光苑（老人
保健施設）は266枚です。最新の調剤機
器を導入し、安全で迅速な調剤をさら
に推進してまいりたいと思います。

服薬指導
　患者さんの薬物療法について『より
有効で、より安全に』を念頭にお薬を
正しく服用していただくための服薬指
導をおこなっております。その際、薬
が効いているか、副作用がでていない
か、過去に薬でアレルギーや副作用を
おこした経験はないか、重複して薬が
処方されていないか、飲み合わせの悪
い薬はないか、禁忌薬はないか、不適
切な薬は処方されていないか、薬を適
切に服用しているか、などの確認を継
続的におこなっております。服薬指導
で得られた情報は医師、看護師など他
の医療スタッフと情報共有し、患者さ
んに最適な薬物療法の提供に日々努め
ております。

医薬品情報管理室（ＤＩ室）
　薬剤部にある医薬品情報管理室（ＤＩ
室）では医薬品医療機器総合機構、製薬

薬剤部長　橋場 弘武

薬剤部のご紹介
 ～地域で信頼される薬剤部を目指して～

薬剤部のご紹介
 ～地域で信頼される薬剤部を目指して～ ～群馬県民の健康寿命延伸を目指してー脳心腎を守るー～

日本医師会生涯教育講座：１単位（仮）
～群馬県民の健康寿命延伸を目指してー脳心腎を守るー～

日本医師会生涯教育講座：１単位（仮）

企業など外部機関からのお薬に関する最
新情報を収集・分析・評価して、症例検
討会や回診、医薬品情報ニュース（ＤＩ
ニュース）を通じ医師、看護師などの他
の医療スタッフへ情報提供しておりま
す。チーム医療への関わりとして、院内
感染対策チーム、認知症ケアサポート
チーム（ＤＳＴ）、栄養サポートチー
ム、（ＮＳＴ）、褥瘡（床ずれ）対策
チーム、糖尿病療養指導チーム、骨粗鬆
症リエゾンチーム（ＯＬＳ）などの活動
にも積極的に取り組んでおります。
　今後とも地域の患者さんへ安心・安全
な医療を提供するために薬剤師として貢
献できますよう日々精進してまいりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

医療従事者向け講演会
老年病研究会のお知らせ

2020年１月30日（木）19：00 ～ 20：50日　時

会　場 ホテル1-2-3 前橋マーキュリー　WEST館２F「鶴の間」
〒371-0847 前橋市大友町3-24-1  TEL：027-252-0111

19：00 ～ 19：10
　　　老年病研究所附属病院　名誉院長　内藤 　功
19：10 ～ 19：55　 
座長：老年病研究所附属病院　脳神経内科　副院長　甘利 雅邦
　　  「高血圧診療に関するテーマ」
演者：群馬大学大学院医学系研究科
　　　腎臓・リウマチ内科学　　教授　廣村 桂樹 先生 

19：55 ～ 20：40 
座長：老年病研究所附属病院　循環器内科　副院長　天野 晶夫
　　  「最新の心房細動アブレーションと周術期抗凝固療法」
演者：群馬県立心臓血管センター
　　　　　　　　　　　　　　病院長　内藤 滋人 先生 

20：40 ～ 20：50
　　　老年病研究所附属病院　理事長　高玉 真光

※講演会終了後、情報交換会を予定しております。

開会の辞

特別講演１

特別講演２

閉会の辞

花名：オキザリス
花言葉：「けっしてあなたを捨てません・輝く心」

外来栄養指導教室のお知らせ外来栄養指導教室のお知らせ

日　時：令和２年２月７日（金）
　　　　１２：００～ 講演会　　１２：３０～ 食事会

場　所：新館６階 講堂

オアシスコンサートのお知らせオアシスコンサートのお知らせ

日　時：毎月第２・第４土曜日　　１４：００～ 開演
場　所：外来待合室
予　定：１月２５日　尺八演奏　　２月　８日　大正琴演奏
　　　　２月２２日　男声合唱　　３月１４日　フルート演奏

出演のお問い合わせは下記までお願いします。
TEL：０２７－２５３－４１０８（地域連携室直通）
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ハビリが行えるように努めたいと思って
おります。現在、回復期リハビリテーショ
ン病棟の新規入院患者における重症割合
は40％を超えていますが、在宅復帰率は

80％に達しています。これは、退院時に
患者様が家での日常生活動作を獲得でき
たことを示しています。
　そして、今年は病院の質を上げるために、
それぞれの職員がやりがいを持ってその
仕事に従事しているか、職員の満足度を
重視したいと思っております。職員の満足
なくして患者様の満足は実現しないと考え
ています。これからも患者様にとって、
良い病院であり続けるために、スタッフと
一緒に努力して行く所存です。今年も皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。

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

院長　佐藤 圭司
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花名：梅　花言葉：高潔、不屈の精神　　　　
撮影者：松原信子様

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


