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令和２年

９月号連携室通信
老年病研究所附属病院だより

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

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

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

栄養課の紹介

　栄養課は現在７名の管理栄養士が365日
朝７時から19時までの勤務体制をとってい
るため、急な入院や食事変更に対応するこ
とが出来ます。主な業務は、給食管理・栄
養管理・栄養指導です。また、併設されて
いる介護老人保健施設陽光苑の食事提供、
栄養管理も行っています。

給食管理
　私たち病院側の管理栄養士が献立作成を
担当し、給食委託会社と協力して食事提供

栄養課 主任　吉澤 亜希子

を行っています。当院の食事は季節感を大
切にし、できる限り手作りを心がけていま
す。年間約30回の行事食を用意し、制限が
ある中でも、おいしくて食事の時間を楽し
みにしていただけるよう日々奮闘していま
す。また、なかなかお食事が進まない患者
さまにはお話を伺い、できる限り希望に添
えるよう対応しています。
　月１回開催している栄養委員会では、
多職種が参加し、実際に患者さまに提供
している食事や栄養補助食品を試食し検討

次ページに続く
７月の行事食
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地域医療福祉連携室・相談室
TEL ０２７－２５３－４１０８　FAX ０２７－２５３－４１３５

外来診療表 令和２年8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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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
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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

～運動会のお弁当をイメージ～ ～うなぎの蒲焼丼～～天の川に見立てた錦糸卵に、
　　　星型のニンジンとオクラ～



を重ねています。また、定期的に嗜好調査
を実施し、患者さまのご意見を参考に献立
を作成しています。

栄養管理
　入院した患者さまの栄養状態をアセスメ
ントし状態に応じた栄養管理を行っていま
す。特に回復期病棟では、２名の管理栄養
士が回復期専任として多職種で行うカン
ファレンスやミールラウンド等に参加して
います。リハビリを効果的に行う為、活動
量に見合った必要栄養量を算出し、過不足
ないよう患者さま個々に見合った栄養計画
を立て、モニタリングします。そのために
は患者さまや他職種とのコミュニケーショ
ンが大切であり、管理栄養士も頻繁に病棟
へ足を運ぶようにしています。また当院の
（NST）栄養サポートチームは管理栄養士
が専従を務めており、週１回のカンファレ
ンス、回診の中心となって活動しています。

栄養指導
　医師の指示のもと、必要に応じて栄養指
導を実施しています。初回指導は食習慣の
聞き取り、治療食についての説明を行いま
す。入院中、治療効果を高めるために食事
制限が必要であることをご理解頂くため、
できるだけ早い段階で実施します。更に、
退院が近づきましたら退院後の生活を見据

えた指導を行います。入院中の栄養ケアを
退院後の生活につなげて頂くため、ひとり
ひとりにあった実現可能な栄養指導を心が
けています。最近では治療食だけでなく、
嚥下障害や低栄養の方への指導も増えてき
ています。
　また、外来患者様を対象に外来食事指導
教室（食事会）を月１回開催しています。
糖尿病の食事療法を中心とした健康情報の
提供と管理栄養士が毎月テーマを考え、そ
れに基づいた 400kcal の食事をみなさんに
召し上がっていただいています。（現在は
新型コロナウィルスの感染拡大防止のた
め、不定期開催となっています。）
　私たちはより専門的な栄養管理・栄養指
導を行うため、資格取得にも力を入れてい
ます。現在は NST 専門療法士２名・糖尿
病療養指導士３名・骨粗鬆症マネージャー
１名が在籍しています。

まとめ
　どんなに完璧な献立を用意しても、食べ
て頂けなければ栄養にはなりません。「制
限がある中でもおいしく、楽しみにしてい
ただける食事提供」をモットーに多職種と
協働し、患者さまひとりひとりにふさわし
い栄養管理を心がけ、より良い入院生活の
ため日々邁進していきたいと思います。

花　名：ハツユキソウ
花言葉：祝福、穏やかな生活
撮影者：松原信子様

　新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、８月15日より入院患者さ

まとの面会を禁止しております。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　現在全ての来院者の体温を測定するために、

出入り口を正面玄関のみとしております。入院

患者さまや外来患者さまの安全を確保するため、

ご理解とご協力をお願いします。

以下のような場合、受付に声かけをお願いいたします。

・入院患者さまが重症、急変、危篤状態で面会をする

・ケアマネジャー、他施設職員、医療業者等が患者状態確認の必要がある

・医師より病状説明、治療方針の説明がある

・洗濯物、オムツの受け渡しを行う（病棟エレベーター前で対応）

・転棟時の書類記載等の手続を行う

・退院時の退院手続きを行う

また、上記のため来院された方であっても以下の方はご遠慮ください。

・発熱（37℃以上）や上気道症状（咽頭痛、咳、痰等）がある方

・下痢や嘔吐等の消化器症状のある方

・味覚、嗅覚症状、だるさがある方

・15歳以下のお子さま

入院患者さまの面会禁止について

病院　出入り口について

来院の際はマスクの着用と手指消毒をお願いします。

お知らせ

栄養指導の様子
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〒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

外来診療表 令和２年8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

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

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

～運動会のお弁当をイメージ～ ～うなぎの蒲焼丼～～天の川に見立てた錦糸卵に、
　　　星型のニンジンとオクラ～


