
Vol.104Vol.104

令和３年

4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3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
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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

岡　大典（第1,5）
岩﨑　理（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
瓦林　毅
橋本　健太朗
甘利　雅邦（完全予約制
14:00まで）

菅原　隆
橋本　健太朗

岡　大典

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

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）

星野　晶子（第1、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
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午前
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午後

午後
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午後
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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

コロナ感染を防いで、
超高齢社会に役立つために

　新年度を迎えコロナウィルス感染症が
収束しない中、皆様におかれましては感
染の不安や感染防止策等について心配な
日々をお過ごしのことと存じます。
　令和２年１月に中国で初めてのコロナ
ウィルス感染症（COVID-19）による肺
炎患者が死亡したことが発表されまし
た。たちまちウィルスは世界中に広がっ
てイタリア・フランス・ドイツ、そして、
アメリカでは 50 万人以上の死亡者を出
し、大統領も感染しました。
　我が国では、昨年４月から外国から入
国する際にはホテルで２週間経過をみる
ことや、入国を禁止して感染の拡大を防
ぎました。私たちの病院も中庭に発熱外

来用の建物を建てるなど感染予防に尽力
してまいりました。
　今年はコロナウィルスワクチンの接種
が始まり、多くの人々の感染を防ぐこと
が期待できます。コロナウィルス感染症
は肺炎ばかりではなく、脳梗塞や脳炎を
発症することが解ってきました。コロナ
ウィルス感染症を防ぐことは脳梗塞を予
防することにも繋がります。また、感染
を防ぐためには医療従事者だけではなく、
皆様一人一人の意識が大切です。地域全
体で力を合わせて感染を防ぎましょう。
　今年度も職員全員で脳卒中の予防とリ
ハビリテーションに取り組み、超高齢社
会に役立つ病院となるよう努力してまい
ります。

老年病研究所

理事長　高玉 真光

花名：ヤマザクラ　花言葉：あなたに微笑む
撮影者：松原信子様



令和３年３月末　退職・退任のご挨拶

　当院の医事課は課長以下 37 名体制と
なっており、外来担当、入院担当、外来
クラーク、医師事務作業補助者、診療情
報管理室の各担当に分かれ様々な業務を
行っております。どのような業務を行っ
ているかご紹介いたします。

【外来係】
　受付窓口での対応、初診・再診の受付、
会計（一部負担金の徴収）、救急搬送患
者要請時の調整、外来分の診療報酬請求
（レセプト）、電話対応など様々な種類の
業務を行っております。患者様が最初と
最後に出向く場所が受付と会計の窓口と
なりますので、病院の顔として大切な役
割を担っています。また同時に、１日に
数百人来院される外来の患者様を長時間
お待たせしないよう迅速で正確な事務処
理の能力が要求されます。

【入院係】
　当院では急性期の病棟（４病棟）、回
復期リハビリテーション病棟（２病棟）
合計 253 床を４名で担当しています。入
院費の計算・請求、入院分の診療報酬請
求（レセプト）、施設基準に関わるデー
タ管理等、入院された患者様にかかる事
務作業全般を担当しています。当院の急
性期病棟は、DPC という包括支払いの
制度を採用しており、このような支払方
式の知識や入院費用が減額されるような
制度等の知識を持ったスタッフが対応し
ております。

【外来クラーク・医師事務作業補助者】
　外来クラークは、外来診察室で来院さ
れた患者様と医師・看護師などの間に入

脳神経内科　名誉院長　酒井 保治郎
３月いっぱいで退職させていただきました。
高玉先生にお誘いいただき、大学の定年退職後からお世話になり、主に回復期病棟で
脳卒中や神経疾患のリハビリテーションを担当してきました。老年病研究所附属病院
とは、昭和 57 年に当直でお世話になったのが始まりでした。当時の玄関に将来構想の
病院立体模型が置いてありましたが、その通り北棟、西棟が完成し、新館も加わり、
老年病全般を対象とする病院になっていました。そのため院内他科への紹介もしやす
く、患者さまの全体像を把握することが特に不可欠なリハビリテーションにとって、
最適の環境で勤務することができました。気がつけば、もう 10 年にもなり、一つの区
切かと考えました。
皆様、大変お世話になりました。

脳神経内科　漆田 優樹
2019 年４月より２年間お世話になりました脳神経内科の漆田優樹です。
卒後４年目から２年間勤務させていただきました。
この２年間で最も感じたことは、当院は各部署の垣根がなくなんでも気軽に相談や依
頼ができたことです。様々なコ・メディカルの方に様々な場面で助けていただきました。
まだ独り立ちとしては経験の浅い私にとってとても頼りになる皆様でした。この場を
借りて感謝申し上げます。
４月からは県内の別病院で勤務いたします。またお会いする機会などがありましたら
よろしくお願いいたします。２年間ありがとうございました！

脳神経内科　柳泉 茉由莉
この度退職した柳泉です。昨年の４月に入職しあっという間の１年でしたが、神経内
科領域の稀少疾患だけでなく回復期病棟での慢性期リハビリテーション・退院への流
れも勉強でき非常に有意義でした。こちらの病院では看護師さん方がとてもフレンド
リーで和やかだったのが印象に残っています。コロナも未だ収束の兆しが見えず、ク
ラスター阻止のためこれからも不断の努力が必要ですが皆様の健康とご多幸をお祈り
申し上げます。

脳神経内科　中村 琢洋
2020 年 11 月から 2021 年３月までの大変短い時間ではありましたが、皆様には大変お
世話になりました。４月からは群馬大学附属病院に戻ります。初期研修を終えてから
約８年間、ずっと大学病院で臨床、研究をともにやってきた小生にとって、臨床に没
頭するのははじめての経験でした。当初ははじめての市中病院勤務で不安もありまし
たが、スタッフの皆様方に支えられ何とか任期を終えることができました。ありがと
うございました。
引き続き県内で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

りサポートし、外来診療を効率よくス
ムーズに進められるように連絡・調整す
る役割を担っています。当院では診療科
によっては、外来クラークのみが配置さ
れ看護師は配置されず必要な時に呼び出
すオンコール体制としている診療科もあ
ります。
　医師事務作業補助者は、その名の通り
医師の事務作業を代行し、医師の業務負
担を軽減することが役割です。当院では
７名を配置し、診断書作成、カルテへの
記録、検査オーダーなど医師が行う事務
的業務を代行・補助しています。このス
タッフについては、医師の事務的業務を
補助することから専門的な知識が必要と
なり、６ヶ月間の現場研修とその間に規
定の項目について 32 時間以上の講習を
受けることが義務づけられています。

【診療情報管理室】
　診療情報管理士という資格をもったス
タッフ２名で業務を行っております。こ
こでの業務は、退院された患者様の診療
に関する情報を収集・登録し提供してい
ます。また、急性期病棟の支払方式であ
る DPC にも精通しており、入院係の担
当者と連携して業務を行っています。
　
　以上、医事課の業務体制・内容の概要
を紹介いたしました。担当業務は分かれ
ていますが、医事課職員として一同、い
つも親切丁寧な接遇を行うよう心がけ、
できる限り患者様のご要望にお応え出来
るよう努力してまいります。お困りのこ
と、分からないこと等がございましたら
お気軽にお尋ねください。

医事課長　經廣 真人

医事課のご紹介
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たが、スタッフの皆様方に支えられ何とか任期を終えることができました。ありがと
うございました。
引き続き県内で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

りサポートし、外来診療を効率よくス
ムーズに進められるように連絡・調整す
る役割を担っています。当院では診療科
によっては、外来クラークのみが配置さ
れ看護師は配置されず必要な時に呼び出
すオンコール体制としている診療科もあ
ります。
　医師事務作業補助者は、その名の通り
医師の事務作業を代行し、医師の業務負
担を軽減することが役割です。当院では
７名を配置し、診断書作成、カルテへの
記録、検査オーダーなど医師が行う事務
的業務を代行・補助しています。このス
タッフについては、医師の事務的業務を
補助することから専門的な知識が必要と
なり、６ヶ月間の現場研修とその間に規
定の項目について 32 時間以上の講習を
受けることが義務づけられています。

【診療情報管理室】
　診療情報管理士という資格をもったス
タッフ２名で業務を行っております。こ
こでの業務は、退院された患者様の診療
に関する情報を収集・登録し提供してい
ます。また、急性期病棟の支払方式であ
る DPC にも精通しており、入院係の担
当者と連携して業務を行っています。
　
　以上、医事課の業務体制・内容の概要
を紹介いたしました。担当業務は分かれ
ていますが、医事課職員として一同、い
つも親切丁寧な接遇を行うよう心がけ、
できる限り患者様のご要望にお応え出来
るよう努力してまいります。お困りのこ
と、分からないこと等がございましたら
お気軽にお尋ねください。

医事課長　經廣 真人

医事課のご紹介
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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
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外 来 診 療 表 令和3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　幹夫
菅原　隆

岩﨑　理

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

岡　大典（第1,5）
岩﨑　理（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
瓦林　毅
橋本　健太朗
甘利　雅邦（完全予約制
14:00まで）

菅原　隆
橋本　健太朗

岡　大典

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

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）

星野　晶子（第1、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

コロナ感染を防いで、
超高齢社会に役立つために

　新年度を迎えコロナウィルス感染症が
収束しない中、皆様におかれましては感
染の不安や感染防止策等について心配な
日々をお過ごしのことと存じます。
　令和２年１月に中国で初めてのコロナ
ウィルス感染症（COVID-19）による肺
炎患者が死亡したことが発表されまし
た。たちまちウィルスは世界中に広がっ
てイタリア・フランス・ドイツ、そして、
アメリカでは 50 万人以上の死亡者を出
し、大統領も感染しました。
　我が国では、昨年４月から外国から入
国する際にはホテルで２週間経過をみる
ことや、入国を禁止して感染の拡大を防
ぎました。私たちの病院も中庭に発熱外

来用の建物を建てるなど感染予防に尽力
してまいりました。
　今年はコロナウィルスワクチンの接種
が始まり、多くの人々の感染を防ぐこと
が期待できます。コロナウィルス感染症
は肺炎ばかりではなく、脳梗塞や脳炎を
発症することが解ってきました。コロナ
ウィルス感染症を防ぐことは脳梗塞を予
防することにも繋がります。また、感染
を防ぐためには医療従事者だけではなく、
皆様一人一人の意識が大切です。地域全
体で力を合わせて感染を防ぎましょう。
　今年度も職員全員で脳卒中の予防とリ
ハビリテーションに取り組み、超高齢社
会に役立つ病院となるよう努力してまい
ります。

老年病研究所

理事長　高玉 真光

花名：ヤマザクラ　花言葉：あなたに微笑む
撮影者：松原信子様


