
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

http://www.ronenbyo.or.jp/

外 来 診 療 表 令和２年４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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新 任 医 師 紹 介

４月から内科医として勤務しております
合田史と申します。
1996年富山医科薬科大学（現　富山大学）
を卒業しました。その後は群馬県内の病院
で研鑽を積み、2006年から高崎総合医療セ
ンターの総合診療科において、感染症を中
心とした一般内科に従事しておりました。
現在、新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るい、全世界で未曾有の事態となって
います。群馬県内でも多数の感染者が報告
され、今後どのようになるのか、いつ収束
していくのか予想がつきません。このよう
な状況の中、微力ではございますが、これ
まで培った経験と知識を活かし、地域の皆
さまのお役に立てるよう頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

当院の皮膚科に勤務することとなりました
森本奈緒子です。
ここ数年は伊勢崎の病院で診療しておりま
したが、本年度より地元前橋で働く機会をい
ただき、いつもお世話になっている地域の皆
様のお役に立てるようがんばりたいと思って
おります。
群馬大学では、角化症チームに所属し、チー
ムのメンバーとしての活動もしておりますが、
当院では主に湿疹や、虫さされ、うおのめと
いった一般的な皮膚疾患から、帯状疱疹、丹毒、
水虫などの皮膚感染症、そして、乾癬、アト
ピー性皮膚炎、じんま疹等々多岐にわたり診
察させていただいておりますので、お気軽に
ご相談いただければ幸いです。今後ともよろ
しくお願いいたします。

内科

合田　史
ごうだ ふみと

皮膚科

森本　奈緒子
もりもと な お こ

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



６号病棟の紹介（脳神経外科）

花　名：バーベナ
花言葉：家族の和合
撮影者：松原信子様

今年４月より整形外科でお世話になっておりま
す栁橋淳子と申します。

帝京大学医学部附属病院に初期と後期研修医とし
て３年間勤務後、埼玉県深谷市にある大学関連病院の
深谷中央病院に６年間勤務し一般整形外科や外傷の診
療・治療を行なってきました。また、大学外来でリウ
マチ診に所属していることもあり、関節リウマチの診
療・治療も内科的・外科的に勉強しておりました。

今回は久々の職場環境の異動で初めは不安でし
たが、整形外科の上級医を始め、コメディカルの
スタッフ皆さんの優しさを肌で感じ、楽しく仕事
をさせて頂いております。

体力には自信があります！整形外科のスタッフ
の１人として、病院に貢献できるように頑張って
参りますので、よろしくお願いいたします。

今年度より脳神経内科に勤務しており
ます、石川大介と申します。

平成26年に群馬大学を卒業し、初期研
修を経て平成28年に群馬大学脳神経内科
へ入局しました。外来や病棟での勤務が
主となりますが、老年病研究所附属病院
には回復期病棟があり、急性期の入院か
ら回復期の退院まで患者さんを診ること
が可能です。今までの勤務地では急性期
のみを担当させていただくことが多く、
当院から地域へ戻るまでの過程を学ばせ
ていただければと考えております。

新しい環境に早く慣れ、貢献していき
たいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

今春より入職しました柳泉茉由莉と申
します。前橋赤十字病院で初期研修を修
めた後、群馬大学医学部附属病院脳神経
内科に入局して３年目になります。

３次救急病院とも大学病院とも異なっ
た特色のある病院なので慣れないことば
かりですが、なんとかやっています。特
にこれまで担当できなかった回復期以降
の診療を勉強したいので、他の先生方だ
けでなく、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、ソーシャルワーカーの方々
とも上手く連携を取っていきたいと思い
ます。どうぞ遠慮なくお声掛けください。

今年４月から初期臨床研修医として勤務
することとなりました永瀬智美と申します。

入職してから院長先生を始めとして、
心優しい先生方、スタッフの皆様に懇切
丁寧に指導していただき、心より感謝御
礼申し上げます。未熟者ではございますが、
素晴らしい病院スタッフの皆様のサポー
トにより、充実した研修生活をさせてい
ただいております。

入職前は医学系研究科で脳研究を行っ
ておりました。臨床現場を離れていた為、
至らぬ点が多いかと存じます。皆様にご
迷惑をおかけすることも多々ございます
が、 一生懸命努力いたしますので、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

整形外科

栁橋　淳子

脳神経内科

柳泉　茉由莉

脳神経内科

石川　大介

初期臨床研修医

永瀬　智美

じゅんこ

新 任 医 師 紹 介

やなぎばし

ま ゆ りやないずみ

だいすけいしかわ

ともみながせ

当院の脳神経外科は脳梗塞、脳出血、
くも膜下出血、頭部外傷、脳動静脈奇形、
脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、けいれん発作
などの急性期の治療や検査を必要とする
患者さんが入院されています。治療には
保存的に経過を観ていく点滴治療のほか、
開頭手術、カテーテル手術など多岐にわ
たります。また、緊急入院・緊急手術に
24 時間いつでも対応できるように脳神
経外科医師 4 人、看護職員（看護師・看
護補助者）27 人が力を合わせて体制を
整えています。

脳神経外科の疾患では、意識障害や言
語障害、麻痺などにより自分の思いを伝
えることや思い通りに手足を動かすこと
が困難になるケースが往々にしてありま
す。そのため、急性期の治療とともに入
院早期からリハビリが始まります。退院
後の患者さんがその後の人生を自分らし
く生きていくことができるように、私た
ち看護職員は日常生活に必要な「食事を
食べること」「眠ること」「排泄すること」

「運動すること」「身なりを整えること」

などを支援しています。
さらに、患者さんひとりひとりに合っ

た支援が出来るよう、医師・理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士・ソーシャルワー
カーと協働し毎週水曜日にカンファレン
スを実施しています。とはいえ、患者さ
んが治療に対して前向きになっていただ
くことが一番大切になります。安心して
治療を受けていただくためには身体的支
援のほかに精神的支援も重要となります。
患者さんだけでなくご家族が抱えている
不安や心配を少しでも緩和できるように
専門的な知識を持った他職種と連携して
対応しています。

私たちは、緊急入院・検査・手術後の
看護など昼夜を問わずバタバタと忙しく
動き回っています。それでも、患者さん
に安心して療養生活を送っていただける
よう、これからもスタッフがワンチーム
となって、やさしさと思いやりを胸に
日々の看護に努めていきたいと思います。

看護師長　石川房江
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食べること」「眠ること」「排泄すること」

「運動すること」「身なりを整えること」

などを支援しています。
さらに、患者さんひとりひとりに合っ

た支援が出来るよう、医師・理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士・ソーシャルワー
カーと協働し毎週水曜日にカンファレン
スを実施しています。とはいえ、患者さ
んが治療に対して前向きになっていただ
くことが一番大切になります。安心して
治療を受けていただくためには身体的支
援のほかに精神的支援も重要となります。
患者さんだけでなくご家族が抱えている
不安や心配を少しでも緩和できるように
専門的な知識を持った他職種と連携して
対応しています。

私たちは、緊急入院・検査・手術後の
看護など昼夜を問わずバタバタと忙しく
動き回っています。それでも、患者さん
に安心して療養生活を送っていただける
よう、これからもスタッフがワンチーム
となって、やさしさと思いやりを胸に
日々の看護に努めていきたいと思います。

看護師長　石川房江



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

http://www.ronenbyo.or.jp/

外 来 診 療 表 令和２年４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

高玉　真光
合田　史

岡本　幸市
東海林　幹生
石川　大介

柳泉　茉由莉

1診：内藤　功
2診：岩井　丈幸

高玉　真光
合田　史
小池　陽子（9：00～）

小池　陽子（14：00まで）

山内　洋子（15：30まで）

岩井　丈幸（14：30まで）岩井　丈幸（14：30まで）

山口　晴保（完全予約制）

池田　将樹（15：30まで）

勝山　彰（完全予約制） 勝山　彰（完全予約制） 勝山　彰（完全予約制）

高玉　真光
勝山　彰

高玉　真光
勝山　彰
直田　匡彦

高玉　真光
勝山　彰

岡本　幸市
池田　将樹

柳泉　茉由莉（第1,5）
漆田　優樹（第3）

高玉　真光（10：30まで）
勝山　彰
合田　史

岡本　幸市
東海林　幹生
甘利　雅邦

岡本　幸市
東海林　幹生
甘利　雅邦

岡本　幸市
酒井　保治郎
瓦林　毅
甘利　雅邦（完全予約制
14:00まで）

漆田　優樹
反町　隼人

石川　大介

天野　晶夫

高玉　真

天野　晶夫 天野　晶夫 天野　晶夫 天野　晶夫

田村　峻太郎　

1診：内藤　功
2診：高玉　真

1診：内藤　功
2診：岩井　丈幸

1診：宮本　直子
2診：内藤　功

1診：高玉　真
2診：宮本　直子

佐藤　圭司
加藤　良衛

島田　晴彦
栁橋　淳子（9：30まで）

館野　勝彦
栁橋　淳子（14：30まで）

佐藤　圭司
館野　勝彦

佐藤　圭司（10：30まで）
加藤　良衛

館野　勝彦
島田　晴彦

高玉　篤
遠藤　朝美

佐藤　圭司（第1）
島田　晴彦（第1、5）
館野　勝彦（第3、5）
加藤　良衛（第3）

加藤　良衛
栁橋　淳子

矢嶋　久徳 一ノ瀬　義雄 黒川　公平

森本　奈緒子 森本　奈緒子 森本　奈緒子

古川　和美

神宮　俊哉

森本　奈緒子

高玉　篤 高玉　篤 高玉　篤 高玉　篤

高玉　篤 高玉　篤（隔週）

乾　正幸（胃）山田　拓郎（第２、４）（胃）

山口　彩（第２、４）
（完全予約制9：00～11：30）

乾　正幸（大腸）

諏訪　絢也（第1）
今井　陽一（第3）

高玉　篤

高玉　篤

島田　晴彦栁橋　淳子

矢嶋　久徳

中村　哲也 中村　哲也

中村　保子 中村　保子

中村　保子

佐藤　美恵増田　裕一 増田　裕一（10：30まで）

福士　宙之
戸谷　麻衣子

福士　宙之
戸谷　麻衣子

福士　宙之

福士　宙之
戸谷　麻衣子

福士　宙之
戸谷　麻衣子
伊達　佑生
福士　宙之
戸谷　麻衣子
伊達　佑生

茂木　健司
福士　宙之
戸谷　麻衣子

福士　宙之
戸谷　麻衣子

福士　宙之（第1、3）
戸谷　麻衣子（第２、４）

福士　宙之
戸谷　麻衣子

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

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

午後

午後

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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新 任 医 師 紹 介

４月から内科医として勤務しております
合田史と申します。
1996年富山医科薬科大学（現　富山大学）
を卒業しました。その後は群馬県内の病院
で研鑽を積み、2006年から高崎総合医療セ
ンターの総合診療科において、感染症を中
心とした一般内科に従事しておりました。
現在、新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るい、全世界で未曾有の事態となって
います。群馬県内でも多数の感染者が報告
され、今後どのようになるのか、いつ収束
していくのか予想がつきません。このよう
な状況の中、微力ではございますが、これ
まで培った経験と知識を活かし、地域の皆
さまのお役に立てるよう頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

当院の皮膚科に勤務することとなりました
森本奈緒子です。
ここ数年は伊勢崎の病院で診療しておりま
したが、本年度より地元前橋で働く機会をい
ただき、いつもお世話になっている地域の皆
様のお役に立てるようがんばりたいと思って
おります。
群馬大学では、角化症チームに所属し、チー
ムのメンバーとしての活動もしておりますが、
当院では主に湿疹や、虫さされ、うおのめと
いった一般的な皮膚疾患から、帯状疱疹、丹毒、
水虫などの皮膚感染症、そして、乾癬、アト
ピー性皮膚炎、じんま疹等々多岐にわたり診
察させていただいておりますので、お気軽に
ご相談いただければ幸いです。今後ともよろ
しくお願いいたします。

内科

合田　史
ごうだ ふみと

皮膚科

森本　奈緒子
もりもと な お こ

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


