
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

高玉　真光
合田　史

岡本　幸市
東海林　幹夫
群大非常勤

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（15：00まで）岩井　丈幸（15：00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　幹夫
甘利　雅邦

岡本　幸市
東海林　幹夫
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

柳泉　茉由莉

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
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館野　勝彦
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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
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神宮　俊哉
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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
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福士　宙之（第1、3、5）
戸谷　麻衣子（第２、４）
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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
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午後

午後

午後

午後

午前

午前

午前
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午前
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午前
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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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公益財団法人 老年病研究所附属病院
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地域医療福祉連携室・相談室
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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

歯科・口腔外科の紹介

歯科と一般的に言われている分野は、複
数の専門分野の総称です。医科が内科や外
科、眼科などと分かれている事と同じにな
ります。街中の歯科医院では診療している
科目で、歯科、歯科口腔外科、小児歯科、
矯正歯科などと表記されているのを目にす
ることがあると思います。
当院歯科外来では、一般歯科および歯科
口腔外科の分野を主として診療を行ってい
ます。

歯科・口腔外科　福士　宙之

〈歯科外来の概要〉

病院歯科・口腔外科では、紹介患者制を
採るところも多いですが、当院の歯科では
受診に際し制限を設けておりません。直近
２－３年の統計に於いても、院内・院外の
合計紹介率は50－60％ですが、うち院外か
らの紹介は10－15％と決して高くはありま
せん。
歯や口の中が痛い、腫れた、入れ歯が噛
めない、他科に受診するから待ち時間に少
し診てもらいたいという事で受診される方
もいらっしゃいます。病院歯科だからと構
えずに受診出来る雰囲気作りを心がけてい
ます。
患者さんの最多年齢層は70－80歳代です
が、10代や100歳以上の方も受診されていま
す。高齢の患者さんが多いと思われがちな
病院ですが、学生や働き盛りの方も多く受
診されています。とは言え未就学児からを
専門とする小児歯科や、歯を動かすことで
歯並びを治す矯正歯科などはそれぞれ専門
性も高い分野であり、当院では小児歯科医院、
矯正歯科医院の協力という形で抜歯や外傷
の際の外科的処置のみ行っております。

次ページへ



利用者さまは、71歳から97歳までの高齢
者の方々です。毎日の楽しみのうち食事は
大きなウエイトを占めていますので、美味
しく召し上がって頂けるように季節を織り
込んだ食材選びを行い、祝日のおやつなど
は見た目も楽しんで頂けるように考え職員
が調理しています。
健康面での支援も重視しており、月に２
回の訪問診療に基づいた健康管理を行い、
さらに24時間、老年病研究所附属病院との
連携により緊急時の対応もいち早く行って
います。
他に利用者さまには毎日楽しく生活して
頂く事はもちろんのこと、機能維持ができ
るようにリハビリスタッフの指導の下、生
活リハビリテーションを取り入れておりま
す。
職員22名（看護師１名、介護福祉士19名、
介護士１名、事務員１名）が常に一丸となり、
安全に楽しく生活できるよう支援していき
ます。日頃から地域の皆さまのご協力やご
支援に感謝するとともに、これからも利用
者さま参加のもと、地域に貢献できるグルー
プホームでありたいと考えています。

　当科で行っている歯科治療について、大
まかな割合は以下の通りです。

＜歯周病＞

　歯周病は歯槽膿漏という名前でも広く認
知されていますが、酷くなると歯を失う原
因となります。「8020 運動」と言うのを耳
にしたことがあると思いますが、80 歳の時
に 20 本以上の歯が残るようにしようとい
うキャンペーンです。大人の歯は親知らず
を入れずに全部で 28 本あります。8020 運
動の達成者は、平成 5 年が 10％、平成 23
年が 40.2％、平成 28 年には 51.2％とおよ
そ半数となっています。（※H28年歯科疾患
実態調査）
　歯を失わないようにするには、予防歯科
と早期治療が重要であり当院でも定期的な
メンテナンスを推奨し受診を勧めていま
す。

＜むし歯・入れ歯＞

　むし歯などで歯の一部が欠けた場合、欠
けた大きさの程度によってプラスチックを
詰めたり、削って差し歯をかぶせたりして
います。またむし歯が大きく歯の神経にま
で影響していたり、歯の根の先に病気があ
る場合は、根の治療を行います。むし歯や
歯周病などで歯を抜くことになり、抜いた
周りに土台となる歯が複数本ある場合は、

橋渡しにして差し歯（ブリッジ）を入れま
す。ブリッジが困難な場合や土台とする歯
を削れないときなどは、入れ歯の治療を行
います。歯周病や抜歯などの外科処置とも
関連する非常に頻度が高い治療になりま
す。差し歯などで白い歯を入れたい、入れ
歯では無くインプラントを入れたいという
保険外治療にも対応しています。

＜口腔外科＞

　最も高頻度で行っているのは、歯を抜く
処置です。また歯茎が腫れたときに膿を出
す処置、口の中や顎の骨の中に出来た良性
腫瘍を取る手術、口内炎や歯茎のできもの
を取る手術、親知らずが痛い、顎が痛いと
いう処置などです。外来診療だけでは無く、
入院下での処置や全身麻酔手術対応も実施
しています。悪性腫瘍などの可能性が有る
場合は、群馬大学医学部附属病院と連携し
て診療を行う事もあります。

＜訪問歯科診療＞

　入院患者さんを中心に口腔ケアの実施、
病院に受診することが困難な患者さんの自
宅や施設への訪問歯科診療も実施しており
ます。訪問歯科診療の場合、訪問可能な日
時など限られてしまうこともありますが、
ご希望の際はお気軽にお問い合わせ下さい。

花　名：カワラナデシコ
花言葉：可憐、大胆
撮影者：松原信子様

グループホームひまわりは平成13年４月
に財団法人老年病研究所によって設立され
ました。老年病研究所附属病院に隣接した
鉄筋コンクリート４階建ての建物の２階か
ら４階と屋上が当施設となっています。
全室空調完備、床暖房完備、防火設備の
スプリンクラーは完全シャット型で薬液式
のものが完備されています。居室は東側４
室、南側５室で明るく光彩に優れています。
介護保険を利用し『要支援２以上要介護５』
までの方が入所できます。高齢による認知
症や生活困難をきたした方々が安心して日
常生活を送れるように支援しています。
２階から４階には、１フロア９人ずつの
計27名が生活をしています。９人１グルー
プで生活しやすい環境を整え、少人数の家
庭的な雰囲気の中で共同生活を楽しく過ご
していただいています。
創立以来、運営の理念を掲げ、着実に実
践を積み重ねてきました。平成28年には創
立15周年を機に、これまでの実践を集約し
て、今後の運営指針とする為に新たな運営
方針を定めました。その中で職員の意識も
少しずつ高まってきて現在は更なるステッ
プアップをめざして取り組んでいます。

管理者　志村みさ子

グループホームひまわりの紹介

運営方針
１．安全で質の高いケアサービスの提供に努める。
２．家庭的な雰囲気づくりに努める。
３．利用者さまの「できる力」を大切にし、共同

生活の充実に努める。
４．人財育成と組織機構の整備に努める。
５．栄養マネージメント、口腔ケア、リハビリの

充実に努める。
６．運営の健全性の維持に努める。

その他 10％

口腔外科 15％

入れ歯 20％

歯周病 30％

むし歯 25％
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症や生活困難をきたした方々が安心して日
常生活を送れるように支援しています。
２階から４階には、１フロア９人ずつの
計27名が生活をしています。９人１グルー
プで生活しやすい環境を整え、少人数の家
庭的な雰囲気の中で共同生活を楽しく過ご
していただいています。
創立以来、運営の理念を掲げ、着実に実
践を積み重ねてきました。平成28年には創
立15周年を機に、これまでの実践を集約し
て、今後の運営指針とする為に新たな運営
方針を定めました。その中で職員の意識も
少しずつ高まってきて現在は更なるステッ
プアップをめざして取り組んでいます。

管理者　志村みさ子

グループホームひまわりの紹介

運営方針
１．安全で質の高いケアサービスの提供に努める。
２．家庭的な雰囲気づくりに努める。
３．利用者さまの「できる力」を大切にし、共同

生活の充実に努める。
４．人財育成と組織機構の整備に努める。
５．栄養マネージメント、口腔ケア、リハビリの

充実に努める。
６．運営の健全性の維持に努める。

その他 10％

口腔外科 15％

入れ歯 20％

歯周病 30％

むし歯 25％



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

高玉　真光
合田　史

岡本　幸市
東海林　幹夫
群大非常勤

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（15：00まで）岩井　丈幸（15：00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　幹夫
甘利　雅邦

岡本　幸市
東海林　幹夫
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

柳泉　茉由莉

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、5）
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

Vol.95Vol.95
７月号

公益財団法人 老年病研究所附属病院
〒３７１－０８４７  群馬県前橋市大友町３－２６－８　TEL ０２７－２５３－３３１１（代表）　FAX ０２７－２５２－７５７５（代表）

Ｅ－ｍａｉｌ：info@ronenbyo.or.jp　ホームページアドレス http : //www.ronenbyo.or.jp/

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 令和２年

発行 ： 公益財団法人 老年病研究所附属病院　ISO9001　認証取得　　日本医療機能評価機構認定病院

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

歯科・口腔外科の紹介

歯科と一般的に言われている分野は、複
数の専門分野の総称です。医科が内科や外
科、眼科などと分かれている事と同じにな
ります。街中の歯科医院では診療している
科目で、歯科、歯科口腔外科、小児歯科、
矯正歯科などと表記されているのを目にす
ることがあると思います。
当院歯科外来では、一般歯科および歯科
口腔外科の分野を主として診療を行ってい
ます。

歯科・口腔外科　福士　宙之

〈歯科外来の概要〉

病院歯科・口腔外科では、紹介患者制を
採るところも多いですが、当院の歯科では
受診に際し制限を設けておりません。直近
２－３年の統計に於いても、院内・院外の
合計紹介率は50－60％ですが、うち院外か
らの紹介は10－15％と決して高くはありま
せん。
歯や口の中が痛い、腫れた、入れ歯が噛
めない、他科に受診するから待ち時間に少
し診てもらいたいという事で受診される方
もいらっしゃいます。病院歯科だからと構
えずに受診出来る雰囲気作りを心がけてい
ます。
患者さんの最多年齢層は70－80歳代です
が、10代や100歳以上の方も受診されていま
す。高齢の患者さんが多いと思われがちな
病院ですが、学生や働き盛りの方も多く受
診されています。とは言え未就学児からを
専門とする小児歯科や、歯を動かすことで
歯並びを治す矯正歯科などはそれぞれ専門
性も高い分野であり、当院では小児歯科医院、
矯正歯科医院の協力という形で抜歯や外傷
の際の外科的処置のみ行っております。

次ページへ


