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令和３年

3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
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外 来 診 療 表 令和２年11月７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
中村　琢洋

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（第3）
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・第４土曜も診察しています

地域包括支援センター
西部のご紹介

前橋市地域包括支援センター西部は、
平成 21 年４月１日に前橋市より当法人
に委託され、現在に至っています。前橋
市西部圏域の元総社・総社・清里地区を
担当しています。前橋市内には、当セン
ターを含め現在 12 ヵ所の地域包括支援
センターがあります（※1参照）。
西部圏域は、令和２年 12 月に世界か

んがい施設遺産登録が決定した天狗岩用
水や総社古墳群など歴史遺産を有してい
ます。交通面では、南北に上越線（新前
橋駅・群馬総社駅）と関越自動車道（前
橋インター）が走り、また、主要道とし
ての国道 17 号と産業道路、西毛広域幹
線道路（蒼海工区）が平成 27 年９月に

開通しました。北面には、近年人口が増
加している吉岡町があり、産業道路沿い
にはスマートインターチェンジがあるこ
とも含め、交通量が増加傾向にあります。
群馬総社駅においては、乗降客増や利便
性の向上から西口設置の検討もされてい
ます。高齢化率は前橋市 29.34%、西部
圏域 26.96％（令和２年９月末現在）と、
市平均よりはやや低い状況です。近年は
西毛広域幹線道路開通に伴う大手商業店

副センター長・管理者　竹内 勇治

花名：アザレア　花言葉：節制、禁酒、恋の喜び
撮影者：松原信子様

舗等の移転や新規の出店がある一方、沿
線外の地域では閉店する商店が出てくる
など、食料品や生活必需品の購入などに
不便を感じる高齢者も一部出ていると
いった生活課題があります。
全国の地域包括支援センターは、併設の
介護予防支援事業所として、介護保険サー
ビスを利用するケアプランを作成するだけ
ではなく、地域の現在・将来への生活課題
解決に向けて、ネットワーク作りなどを通
じて地域包括ケアシステム・生活支援体制

整備事業等を行っています（※2 参照）。
コロナ禍においては、医療が必要な高齢者
の受診控えや高齢者の身近なサロン会活
動、公民館活動などの中止や自粛が長期
化し、外出機会の減少などによる健康不安
の声も日々の業務などを通じて聞こえて来
ます。このような地域の課題は地域包括支
援センターだけでは解決できません。コロ
ナ禍ですが、よりよい地域社会を築くため、
皆様にもできる範囲で地域の様々な活動に
ご参加とご協力をお願いします。

次ページへ続く



お問い合わせ、相談窓口のご案内

●急患のご相談
　➡医事課（北棟１階）
　☎027－253－3311

●初診の患者様のご紹介、診察のご予約
　➡地域医療福祉連携室（西棟１階）
　☎027－253－4108（直通）

医療機関さまへ

●退院後の生活、身体障害者手帳、障害年金、
　介護保険、医療費などの医療福祉相談
　➡地域医療福祉連携室・相談室（西棟１階）
　☎027－253－4108（直通）

●人間ドックのお問い合わせ、ご予約
　➡ドックセンター（新館２階）
　☎027－253－5174（直通）

●前橋市成人個別健診のお問い合わせ
　➡医事課（北棟１階）
　☎027－253－3311

●介護保険の利用に関するご相談
　➡ケアプランセンター老研（病院南隣り）
　☎027－253－3398（直通）

●訪問看護についてのご相談
　➡訪問看護ステーションひまわり（新館１階）
　☎027－252－3305

患者さまへ

●認知症に関してのご相談と鑑別診断について
　➡認知症疾患医療センター（西棟１階）
　☎027－252－7811（直通）

●老人保健施設への入所、通所について
　➡群馬老人保健センター陽光苑
  （西棟２、３、４階）
　☎027－253－3310（直通）

●グループホームへの入所について
　➡グループホームひまわり（病院南隣り）
　☎027－253－3322

医療機関さま、患者さまへ

前橋市地域包括支援センター西部は、
平成 21 年４月１日に前橋市より当法人
に委託され、現在に至っています。前橋
市西部圏域の元総社・総社・清里地区を
担当しています。前橋市内には、当セン
ターを含め現在 12 ヵ所の地域包括支援
センターがあります（※1参照）。
西部圏域は、令和２年 12 月に世界か
んがい施設遺産登録が決定した天狗岩用
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ます。交通面では、南北に上越線（新前
橋駅・群馬総社駅）と関越自動車道（前
橋インター）が走り、また、主要道とし
ての国道 17 号と産業道路、西毛広域幹
線道路（蒼海工区）が平成 27 年９月に

開通しました。北面には、近年人口が増
加している吉岡町があり、産業道路沿い
にはスマートインターチェンジがあるこ
とも含め、交通量が増加傾向にあります。
群馬総社駅においては、乗降客増や利便
性の向上から西口設置の検討もされてい
ます。高齢化率は前橋市 29.34%、西部
圏域 26.96％（令和２年９月末現在）と、
市平均よりはやや低い状況です。近年は
西毛広域幹線道路開通に伴う大手商業店

舗等の移転や新規の出店がある一方、沿
線外の地域では閉店する商店が出てくる
など、食料品や生活必需品の購入などに
不便を感じる高齢者も一部出ていると
いった生活課題があります。
全国の地域包括支援センターは、併設の
介護予防支援事業所として、介護保険サー
ビスを利用するケアプランを作成するだけ
ではなく、地域の現在・将来への生活課題
解決に向けて、ネットワーク作りなどを通
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コロナ禍においては、医療が必要な高齢者
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動、公民館活動などの中止や自粛が長期
化し、外出機会の減少などによる健康不安
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※1前橋市地域包括支援センター一覧　  　　   　　　　　　　　　（令和 3 年 2 月現在）

※2生活支援体制整備事業とは

地域包括ケアシステムを実現させ

るために、地域の方々と社会福祉協

議会・地域包括支援センター・行政

がチームになって、地域の困りごと

の解決に向けて話し合い、時代の変

化にあわせた高齢者支援を考えてい

きます。

地域包括ケアシステム

医療

生活支援　　介護予防

介護

 地区 名称 　　　　　　　　　　 住所／電話

 南部・文京 中　央
 前橋市大手町二丁目 12-1（前橋市役所２階）

   027（898）6275

 北部・中部 中央西
 前橋市紅雲町一丁目 7-13（群馬中央病院別館１階）

   027（288）0462

 若宮・城東 
中央東

 前橋市日吉町二丁目 20-14（特養恵風園 1 階）
 中川  027（260）6815

 上川淵 
南　部

 前橋市朝倉町 830-1（前橋協立病院生協会館 1 階）
 下川淵  027（265）1700

 
桂萱 桂　萱

 前橋市江木町 1251-1（障害者支援施設赤城野荘１階）
   027（264）0808

 
東 東

 前橋市川曲町 536（特養あじさい園 1 階）
   027（280）5590

 元総社 
西　部

 前橋市大友町三丁目 22-9　（老年病研究所附属病院南）
 総社・清里  027（255）3100

 南橘 南　橘
 前橋市関根町 668（特養せきね園 1 階）

   027（235）3577

 
永明 永　明

 前橋市天川大島町三丁目 705（特養えいめい 1 階）
   027（290）2880

 
城南 城　南

 前橋市上増田町 600（特養上毛の里 1 階）
   027（267）9898

 大胡・宮城 
東　部

 前橋市堀越町 1658-1（前橋市社会福祉協議会大胡支所）
 粕川  027（283）8655

 芳賀 
北　部

 前橋市富士見町小沢 207-1（特養サンホームふじみ 1 階）
 富士見  027（288）7770

地域包括支援センターとブランチの情報は、前橋市のホームページからアクセスできます。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
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群馬総社駅においては、乗降客増や利便
性の向上から西口設置の検討もされてい
ます。高齢化率は前橋市 29.34%、西部
圏域 26.96％（令和２年９月末現在）と、
市平均よりはやや低い状況です。近年は
西毛広域幹線道路開通に伴う大手商業店

舗等の移転や新規の出店がある一方、沿
線外の地域では閉店する商店が出てくる
など、食料品や生活必需品の購入などに
不便を感じる高齢者も一部出ていると
いった生活課題があります。
全国の地域包括支援センターは、併設の
介護予防支援事業所として、介護保険サー
ビスを利用するケアプランを作成するだけ
ではなく、地域の現在・将来への生活課題
解決に向けて、ネットワーク作りなどを通
じて地域包括ケアシステム・生活支援体制

整備事業等を行っています（※2 参照）。
コロナ禍においては、医療が必要な高齢者
の受診控えや高齢者の身近なサロン会活
動、公民館活動などの中止や自粛が長期
化し、外出機会の減少などによる健康不安
の声も日々の業務などを通じて聞こえて来
ます。このような地域の課題は地域包括支
援センターだけでは解決できません。コロ
ナ禍ですが、よりよい地域社会を築くため、
皆様にもできる範囲で地域の様々な活動に
ご参加とご協力をお願いします。

※1前橋市地域包括支援センター一覧　  　　   　　　　　　　　　（令和 3 年 2 月現在）

※2生活支援体制整備事業とは

地域包括ケアシステムを実現させ

るために、地域の方々と社会福祉協

議会・地域包括支援センター・行政

がチームになって、地域の困りごと

の解決に向けて話し合い、時代の変

化にあわせた高齢者支援を考えてい

きます。

地域包括ケアシステム

医療

生活支援　　介護予防

介護

 地区 名称 　　　　　　　　　　 住所／電話

 南部・文京 中　央
 前橋市大手町二丁目 12-1（前橋市役所２階）

   027（898）6275

 北部・中部 中央西
 前橋市紅雲町一丁目 7-13（群馬中央病院別館１階）

   027（288）0462

 若宮・城東 
中央東

 前橋市日吉町二丁目 20-14（特養恵風園 1 階）
 中川  027（260）6815

 上川淵 
南　部

 前橋市朝倉町 830-1（前橋協立病院生協会館 1 階）
 下川淵  027（265）1700

 
桂萱 桂　萱

 前橋市江木町 1251-1（障害者支援施設赤城野荘１階）
   027（264）0808

 
東 東

 前橋市川曲町 536（特養あじさい園 1 階）
   027（280）5590

 元総社 
西　部

 前橋市大友町三丁目 22-9　（老年病研究所附属病院南）
 総社・清里  027（255）3100

 南橘 南　橘
 前橋市関根町 668（特養せきね園 1 階）

   027（235）3577

 
永明 永　明

 前橋市天川大島町三丁目 705（特養えいめい 1 階）
   027（290）2880

 
城南 城　南

 前橋市上増田町 600（特養上毛の里 1 階）
   027（267）9898

 大胡・宮城 
東　部

 前橋市堀越町 1658-1（前橋市社会福祉協議会大胡支所）
 粕川  027（283）8655

 芳賀 
北　部

 前橋市富士見町小沢 207-1（特養サンホームふじみ 1 階）
 富士見  027（288）7770

地域包括支援センターとブランチの情報は、前橋市のホームページからアクセスできます。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
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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
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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11月７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
中村　琢洋

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（第3）
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・第４土曜も診察しています

地域包括支援センター
西部のご紹介

前橋市地域包括支援センター西部は、
平成 21 年４月１日に前橋市より当法人
に委託され、現在に至っています。前橋
市西部圏域の元総社・総社・清里地区を
担当しています。前橋市内には、当セン
ターを含め現在 12 ヵ所の地域包括支援
センターがあります（※1参照）。
西部圏域は、令和２年 12 月に世界か
んがい施設遺産登録が決定した天狗岩用
水や総社古墳群など歴史遺産を有してい
ます。交通面では、南北に上越線（新前
橋駅・群馬総社駅）と関越自動車道（前
橋インター）が走り、また、主要道とし
ての国道 17 号と産業道路、西毛広域幹
線道路（蒼海工区）が平成 27 年９月に

開通しました。北面には、近年人口が増
加している吉岡町があり、産業道路沿い
にはスマートインターチェンジがあるこ
とも含め、交通量が増加傾向にあります。
群馬総社駅においては、乗降客増や利便
性の向上から西口設置の検討もされてい
ます。高齢化率は前橋市 29.34%、西部
圏域 26.96％（令和２年９月末現在）と、
市平均よりはやや低い状況です。近年は
西毛広域幹線道路開通に伴う大手商業店

副センター長・管理者　竹内 勇治

花名：アザレア　花言葉：節制、禁酒、恋の喜び
撮影者：松原信子様

舗等の移転や新規の出店がある一方、沿
線外の地域では閉店する商店が出てくる
など、食料品や生活必需品の購入などに
不便を感じる高齢者も一部出ていると
いった生活課題があります。
全国の地域包括支援センターは、併設の
介護予防支援事業所として、介護保険サー
ビスを利用するケアプランを作成するだけ
ではなく、地域の現在・将来への生活課題
解決に向けて、ネットワーク作りなどを通
じて地域包括ケアシステム・生活支援体制

整備事業等を行っています（※2 参照）。
コロナ禍においては、医療が必要な高齢者
の受診控えや高齢者の身近なサロン会活
動、公民館活動などの中止や自粛が長期
化し、外出機会の減少などによる健康不安
の声も日々の業務などを通じて聞こえて来
ます。このような地域の課題は地域包括支
援センターだけでは解決できません。コロ
ナ禍ですが、よりよい地域社会を築くため、
皆様にもできる範囲で地域の様々な活動に
ご参加とご協力をお願いします。

次ページへ続く


