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町中の小さな診療所

高玉診療所のご紹介

　1998年に前橋市本町に開設された高玉

診療所（在宅支援診療所）は、住み慣れ

た場所で安心して暮らしができるように、

地域住民の方々の受け皿として存在して

きました。幾多の変遷を経て現在に至っ

ております。

　2019年から始まった新型コロナウイル

ス感染症について、多くの不安を解消す

べく、診療所も変化してきました。新型

コロナウイルス感染の防止対策として、

診療所内のセンサー付き水道・エアーク

リーナー・アクリル板の設置等の環境整

備に加えて、マスクの着用、検温、三密

回避、換気・消毒・手洗い励行、個人防

具の装着、発熱患者さんの車内での抗原

検査・PCR検査等も試行しております。

また、関連施設内では面会制限を行いま

した。その他にはワクチン接種を積極的

に進めてきました。これから始まる第３

回目のワクチン接種にも対応していきま

す。まだまだ新型コロナウイルス感染症

に対して油断することなく、基本的な対

策を継続していきます。

医師　吉田 カツ江

　高玉診療所は患者さんに安心していた

だくために「５つのあんしん（安心）」と

いうパンフレットを作りました。

　午前中は通常外来診療です。体調不良

や、健康相談でも受診いただけます。も

ちろん新型コロナウイルス感染症やイン

フルエンザのワクチン接種、健康診断、

各種検査等も行っています。

　通院できない方や、ご自宅での療養を

ご希望の方には訪問診療をいたします。

各種施設にも訪問診療、往診をいたしま

す。

　在宅、施設での終末期医療、看取り医

療や緩和医療にも対応しております。

　多職種と協力して患者さんを支援し

ていきます。介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）、訪問看護師、介護福祉士、

介護ヘルパー、介護サービス業者、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、事務員、看護師、医師等

と連携して患者さんを支援していきま

す。それぞれが患者さんの情報を共有し、

患者さんにとってより良い医療・介護

を提供していきます。

　24時間、365日老年病研究所附属病院と

の連携により対応します。その他の医療

機関、施設、保健所とも適宜連携を取り

対応します。特に老年病研究所附属病院

とは当診療所で2016年春より導入した電

子カルテで繋がっており、情報の共有化

もしていますので、より迅速に対応する

ことができます。最近ではリモートでサー

ビス担当者会議も行えるようになりまし

た。訪問診療、往診には電子カルテ端末

を持参して診療にあたっています。

　その他には初期臨床研修医の地域医療

研修の受け入れを行っています。スタッ

フ共々よろしくお願いします。

　以上の５つのあんしんに則って、スタッ

フ一同協力して診療にあたっております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

　最後に高玉診療所の週間診療表，及び

「住み慣れた場所で安心の暮らしを」のパ

ンフレットを掲載します。
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令和3年12月1日外来診療表

午前8：30～11： 30まで（初診・土曜日は11： 00まで） ／ 午後1： 30～4：00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
笠原　礼光（第1）

（9:00～10：30まで）

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）

壁谷　建志（第2、4）山田　拓郎（第1、3）

今井　陽一（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（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(脳神経内科)

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

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

増田　裕一
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SST（脳卒中サポートチーム）連載コラム
～脳卒中の治療は時間との戦いです！その１～

あんしん１　外来診療

あんしん２　訪問診療

あんしん３　看取り医療・緩和医療

あんしん４　多職種協働

あんしん５　医療機関、施設
　　　　　　との連携

　「あれ？おかしいぞ！」と脳卒中を疑った
ら、すぐに119番へ通報し、専門的治療ができ
る病院に搬送してもらいましょう！
　当院は日本脳卒中学会が認定した一次脳卒中

センターです。救急隊と連携して、超急性期再
開通療法を積極的に実施することで、発症前の
生活に戻ることができる患者さんがいます。
　今後、病院のホームページで「脳卒中を疑う
３つの症状」について動画のアップロードを予
定しています。

脳卒中サポートチーム　　　
脳神経外科　谷﨑 義生

住み慣れた場所で
　　　　   安心の暮らしを

午前中は通常外来診療です。

体調不良やかぜ、健康相談でも

外来受診いただけます

ご自宅での療養がご希望な方は

訪問診療いたします

●午前は9：00～12：00、午後は2：00～5：00（午後は往診に出ている場合がございます。 電話にてご確認下さい。）　
●土曜午前は 9：00～12：00　●第２・第４土曜日、祝日は休診

在宅での看取り医療や

緩和医療も対応します

24時間365日、老年病研究所附属

病院との連携により対応します

ケアマネージャー・訪問看護・介護サービス業者等と連携します

週間診療表

月 火 水 木 金 土

あんしん１

あんしん 2

あんしん 3
あんしん 4

あんしん 5

午前
佐藤
外来

吉田
外来

吉田
外来

吉田
外来

吉田
外来

高玉（真光）
外来

訪問診療
第二月曜日神経内科

　 甘利外来  
訪問診療 訪問診療 訪問診療 訪問診療午後

群馬中央病院群馬中央病院

老年病研究所
附属高玉診療所
老年病研究所
附属高玉診療所

ジョイフルジョイフル

大泉寺大泉寺

群馬県庁群馬県庁

群馬会館群馬会館

前橋市役所前橋市役所

前橋市立桃井小前橋市立桃井小

りそな銀行りそな銀行

煥乎堂煥乎堂

セブンイレブンセブンイレブン

松山医院松山医院厩橋城
車橋門跡
厩橋城
車橋門跡

1111

表町一丁目表町一丁目

紅雲町二丁目紅雲町二丁目

本町一丁目本町一丁目

本町一丁目本町一丁目

県庁南県庁南

龍海院龍海院

17

17

群馬中央病院群馬中央病院

地域に根差して50年地域に根差して50年

他医療機関や関連施設と連携します他医療機関や関連施設と連携します

ご自宅で療養されている方を支援しますご自宅で療養されている方を支援します

特徴１特徴１

特徴２特徴２

特徴３特徴３

高玉診療所
　群馬県前橋市本町１－１７－４

診療科
　内科・神経内科・麻酔科

連絡先
　高玉診療所
　群馬県前橋市本町１－１７－４

☎０２７－２２３－１４１４☎０２７－２２３－１４１４
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各種検査等も行っています。

　通院できない方や、ご自宅での療養を

ご希望の方には訪問診療をいたします。

各種施設にも訪問診療、往診をいたしま

す。

　在宅、施設での終末期医療、看取り医

療や緩和医療にも対応しております。

　多職種と協力して患者さんを支援し

ていきます。介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）、訪問看護師、介護福祉士、

介護ヘルパー、介護サービス業者、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、事務員、看護師、医師等

と連携して患者さんを支援していきま

す。それぞれが患者さんの情報を共有し、

患者さんにとってより良い医療・介護

を提供していきます。

　24時間、365日老年病研究所附属病院と

の連携により対応します。その他の医療

機関、施設、保健所とも適宜連携を取り

対応します。特に老年病研究所附属病院

とは当診療所で2016年春より導入した電

子カルテで繋がっており、情報の共有化

もしていますので、より迅速に対応する

ことができます。最近ではリモートでサー

ビス担当者会議も行えるようになりまし

た。訪問診療、往診には電子カルテ端末

を持参して診療にあたっています。

　その他には初期臨床研修医の地域医療

研修の受け入れを行っています。スタッ

フ共々よろしくお願いします。

　以上の５つのあんしんに則って、スタッ

フ一同協力して診療にあたっております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

　最後に高玉診療所の週間診療表，及び

「住み慣れた場所で安心の暮らしを」のパ

ンフレットを掲載します。

SST（脳卒中サポートチーム）連載コラム
～脳卒中の治療は時間との戦いです！その１～

あんしん１　外来診療

あんしん２　訪問診療

あんしん３　看取り医療・緩和医療

あんしん４　多職種協働

あんしん５　医療機関、施設
　　　　　　との連携

　「あれ？おかしいぞ！」と脳卒中を疑った
ら、すぐに119番へ通報し、専門的治療ができ
る病院に搬送してもらいましょう！
　当院は日本脳卒中学会が認定した一次脳卒中

センターです。救急隊と連携して、超急性期再
開通療法を積極的に実施することで、発症前の
生活に戻ることができる患者さんがいます。
　今後、病院のホームページで「脳卒中を疑う
３つの症状」について動画のアップロードを予
定しています。

脳卒中サポートチーム　　　
脳神経外科　谷﨑 義生

住み慣れた場所で
　　　　   安心の暮らしを

午前中は通常外来診療です。

体調不良やかぜ、健康相談でも

外来受診いただけます

ご自宅での療養がご希望な方は

訪問診療いたします

●午前は9：00～12：00、午後は2：00～5：00（午後は往診に出ている場合がございます。 電話にてご確認下さい。）　
●土曜午前は 9：00～12：00　●第２・第４土曜日、祝日は休診

在宅での看取り医療や

緩和医療も対応します

24時間365日、老年病研究所附属

病院との連携により対応します

ケアマネージャー・訪問看護・介護サービス業者等と連携します

週間診療表

月 火 水 木 金 土

あんしん１

あんしん 2

あんしん 3
あんしん 4

あんしん 5

午前
佐藤
外来

吉田
外来

吉田
外来

吉田
外来

吉田
外来

高玉（真光）
外来

訪問診療
第二月曜日神経内科

　 甘利外来  
訪問診療 訪問診療 訪問診療 訪問診療午後

群馬中央病院群馬中央病院

老年病研究所
附属高玉診療所
老年病研究所
附属高玉診療所

ジョイフルジョイフル

大泉寺大泉寺

群馬県庁群馬県庁

群馬会館群馬会館

前橋市役所前橋市役所

前橋市立桃井小前橋市立桃井小

りそな銀行りそな銀行

煥乎堂煥乎堂

セブンイレブンセブンイレブン

松山医院松山医院厩橋城
車橋門跡
厩橋城
車橋門跡

1111

表町一丁目表町一丁目

紅雲町二丁目紅雲町二丁目

本町一丁目本町一丁目

本町一丁目本町一丁目

県庁南県庁南

龍海院龍海院

17

17

群馬中央病院群馬中央病院

地域に根差して50年地域に根差して50年

他医療機関や関連施設と連携します他医療機関や関連施設と連携します

ご自宅で療養されている方を支援しますご自宅で療養されている方を支援します

特徴１特徴１

特徴２特徴２

特徴３特徴３

高玉診療所
　群馬県前橋市本町１－１７－４

診療科
　内科・神経内科・麻酔科

連絡先
　高玉診療所
　群馬県前橋市本町１－１７－４

☎０２７－２２３－１４１４☎０２７－２２３－１４１４
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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．質の高い安全な医療の提供

２．多職種によるチーム医療の実践

３．職員教育の充実

４．病院経営の安定

５．新型コロナウイルス感染対策の徹底

老年病研究所附属病院の基本方針
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町中の小さな診療所

高玉診療所のご紹介

　1998年に前橋市本町に開設された高玉

診療所（在宅支援診療所）は、住み慣れ

た場所で安心して暮らしができるように、

地域住民の方々の受け皿として存在して

きました。幾多の変遷を経て現在に至っ

ております。

　2019年から始まった新型コロナウイル

ス感染症について、多くの不安を解消す

べく、診療所も変化してきました。新型

コロナウイルス感染の防止対策として、

診療所内のセンサー付き水道・エアーク

リーナー・アクリル板の設置等の環境整

備に加えて、マスクの着用、検温、三密

回避、換気・消毒・手洗い励行、個人防

具の装着、発熱患者さんの車内での抗原

検査・PCR検査等も試行しております。

また、関連施設内では面会制限を行いま

した。その他にはワクチン接種を積極的

に進めてきました。これから始まる第３

回目のワクチン接種にも対応していきま

す。まだまだ新型コロナウイルス感染症

に対して油断することなく、基本的な対

策を継続していきます。

医師　吉田 カツ江

　高玉診療所は患者さんに安心していた

だくために「５つのあんしん（安心）」と

いうパンフレットを作りました。

　午前中は通常外来診療です。体調不良

や、健康相談でも受診いただけます。も

ちろん新型コロナウイルス感染症やイン

フルエンザのワクチン接種、健康診断、

各種検査等も行っています。

　通院できない方や、ご自宅での療養を

ご希望の方には訪問診療をいたします。

各種施設にも訪問診療、往診をいたしま

す。

　在宅、施設での終末期医療、看取り医

療や緩和医療にも対応しております。

　多職種と協力して患者さんを支援し

ていきます。介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）、訪問看護師、介護福祉士、

介護ヘルパー、介護サービス業者、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、事務員、看護師、医師等

と連携して患者さんを支援していきま

す。それぞれが患者さんの情報を共有し、

患者さんにとってより良い医療・介護

を提供していきます。

　24時間、365日老年病研究所附属病院と

の連携により対応します。その他の医療

機関、施設、保健所とも適宜連携を取り

対応します。特に老年病研究所附属病院

とは当診療所で2016年春より導入した電

子カルテで繋がっており、情報の共有化

もしていますので、より迅速に対応する

ことができます。最近ではリモートでサー

ビス担当者会議も行えるようになりまし

た。訪問診療、往診には電子カルテ端末

を持参して診療にあたっています。

　その他には初期臨床研修医の地域医療

研修の受け入れを行っています。スタッ

フ共々よろしくお願いします。

　以上の５つのあんしんに則って、スタッ

フ一同協力して診療にあたっております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

　最後に高玉診療所の週間診療表，及び

「住み慣れた場所で安心の暮らしを」のパ

ンフレットを掲載します。
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令和3年12月1日外来診療表

午前8：30～11： 30まで（初診・土曜日は11： 00まで） ／ 午後1： 30～4：00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
笠原　礼光（第1）

（9:00～10：30まで）

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）

壁谷　建志（第2、4）山田　拓郎（第1、3）

今井　陽一（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（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(脳神経内科)

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

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

増田　裕一


