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      研究と実践
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　新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルスの感染状況

が目まぐるしく変化していく中、感染対

策に力を入れ診療に務めてまいりました。

この１年間で緊急事態宣言が３回出され、

１日の最高感染者数は全国で２万５千人

を超え、本県でも300人を超える等、第５

波の感染拡大が止まらない状態がありま

した。

　そして現在、ワクチン接種の効果等に

より感染状況は落ち着いていますが（12

月現在）、今後は変異株オミクロン株の増

加が懸念され、デルタ株よりも感染力が

強いウイルスではないかと言われており

ます。今年もより一層の対策を講じ、安

心して来院、入院していただけるように、

また、クラスターの発生が起きないよう

に注意してまいります。

　また、2024年度から医師の働き方が変

わります。医療水準の向上を図りつつ労

働時間の削減が求められることになりま

すが、当院では常勤医師による当直は全

体の２割以下に減らし、外科系医師に関

しては当直明けの手術は予定しないこと

としています。これも患者さんに対して

安全で適切な治療が行われるために必要

なことだと考えております。

　昨年は救急車の受け入れが2,000台を

超えましたが、今年も救急医療に力を入

れ近隣住民の皆さんが安心して頼れる病

院を目指していきます。そして、病院の

質を上げるため、今年は患者さんにさら

に寄り添える職員を育てるための教育を

病院長

　佐藤 圭司

強化します。同じ目線に立ち、わかり易く、

ていねいで親切な対応を推し進め、当院

を選んでいただいている患者さんに対し

常に感謝の気持ちを持つことが大切であ

ると思っております。

　さらに、本格的に病院の移転を検討い

たします。一番古い南棟、研究棟は昭和

56年に、急性期病棟も昭和62年に建てら

れたため老朽化が目立ち、受付や薬局で

の混雑も見受けられ、皆様にご不便をお

かけしている現状があります。清潔感に

あふれ快適でゆったりとした環境を目指

し、満足していただける病院を建設した

いと思っております。

　本年も微力ながら皆様に健康を提供で

きる病院でありたいと一層努力してまい

ります。
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※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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強化します。同じ目線に立ち、わかり易く、

ていねいで親切な対応を推し進め、当院

を選んでいただいている患者さんに対し

常に感謝の気持ちを持つことが大切であ

ると思っております。

　さらに、本格的に病院の移転を検討い

たします。一番古い南棟、研究棟は昭和

56年に、急性期病棟も昭和62年に建てら

れたため老朽化が目立ち、受付や薬局で

の混雑も見受けられ、皆様にご不便をお

かけしている現状があります。清潔感に

あふれ快適でゆったりとした環境を目指

し、満足していただける病院を建設した

いと思っております。

　脳卒中などの病気の後遺症で足が麻痺

してしまうと、自分の足の力だけで靴を

履くことができなくなってしまいます。

そのため、靴を手で持って自分の足に履

かせるわけですが、ちょっとしたコツを

知っているだけでこの動作がとても楽に

なります。

　脳卒中の後遺症である片麻痺（片側の

手と足が麻痺してしまう）の場合、座っ

た状態で足を組み、反対の手で靴を持っ

て履かせるのが一般的です。しかし麻痺

　本年も微力ながら皆様に健康を提供で

きる病院でありたいと一層努力してまい

ります。

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2～

花　名：梅
花言葉：忠実、高潔、忍耐
撮影者：松原信子様

　「あれ、おかしいぞ！」と脳卒中を疑っ
たら、３つのことをチェックしましょう。
　１．顔面のゆがみ：歯を見せるように
口をイーとしてもらいます。口がゆがん
でいるかどうかをチェック。
　２．目をつぶって、手のひらを上にし
て両手を同時に上げてもらいましょう。
手が上がらないか、一度上がっても下
がってくるかチェック。
　３．「今日は良い天気です」と３回繰
り返して言ってもらいましょう。聞き取
りづらいか言葉が出てこないかチェック。

　当院の優秀な劇団員（職員）が脳卒中
についての動画を鋭意作成中です。乞う
ご期待！

脳卒中サポートチーム　　　

脳神経外科　谷﨑 義生

前橋地域リハビリテーション広域支援センターより

靴を履くときは小指から

のために足首が固定できずにグラグラす

るため、つま先が靴に引っかかってしまっ

て苦労している場面をよく見かけます。

　靴を履く本人からは親指が一番手前に

あるため、つい親指から靴の中に入れて

しまいがちなのですが、そのまま踵まで

入れようとするとたいてい小指が引っ掛

かります。この状態からきちんと靴を履

くのはとても難しく、靴を履くのに熱中

しすぎて転んでしまうこともあります。

　ちょっと遠回りするようですが、下か

ら足をすくい上げるようにして、小指側

から足を靴に入れてみてください。そう

すると小指～親指までをスムーズに靴に

入れることができるので、引っかかるこ

とが無く楽に靴を履くことが出来ます。

リハビリテーション部　中條 浩樹

■ 麻痺した足に靴を履かせるのは大変

■ 下からすくい上げるように履く

上から履くと引っかかる 下から履くと履きやすい
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■ 下からすくい上げるように履く

上から履くと引っかかる 下から履くと履きやすい
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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
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　新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルスの感染状況

が目まぐるしく変化していく中、感染対

策に力を入れ診療に務めてまいりました。

この１年間で緊急事態宣言が３回出され、

１日の最高感染者数は全国で２万５千人

を超え、本県でも300人を超える等、第５

波の感染拡大が止まらない状態がありま

した。

　そして現在、ワクチン接種の効果等に

より感染状況は落ち着いていますが（12

月現在）、今後は変異株オミクロン株の増

加が懸念され、デルタ株よりも感染力が

強いウイルスではないかと言われており

ます。今年もより一層の対策を講じ、安

心して来院、入院していただけるように、

また、クラスターの発生が起きないよう

に注意してまいります。

　また、2024年度から医師の働き方が変

わります。医療水準の向上を図りつつ労

働時間の削減が求められることになりま

すが、当院では常勤医師による当直は全

体の２割以下に減らし、外科系医師に関

しては当直明けの手術は予定しないこと

としています。これも患者さんに対して

安全で適切な治療が行われるために必要

なことだと考えております。

　昨年は救急車の受け入れが2,000台を

超えましたが、今年も救急医療に力を入

れ近隣住民の皆さんが安心して頼れる病

院を目指していきます。そして、病院の

質を上げるため、今年は患者さんにさら

に寄り添える職員を育てるための教育を

病院長

　佐藤 圭司

強化します。同じ目線に立ち、わかり易く、

ていねいで親切な対応を推し進め、当院

を選んでいただいている患者さんに対し

常に感謝の気持ちを持つことが大切であ

ると思っております。

　さらに、本格的に病院の移転を検討い

たします。一番古い南棟、研究棟は昭和

56年に、急性期病棟も昭和62年に建てら

れたため老朽化が目立ち、受付や薬局で

の混雑も見受けられ、皆様にご不便をお

かけしている現状があります。清潔感に

あふれ快適でゆったりとした環境を目指

し、満足していただける病院を建設した

いと思っております。

　本年も微力ながら皆様に健康を提供で

きる病院でありたいと一層努力してまい

ります。

次ページへ続く
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令和４年１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

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）

山口　晴保（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

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１～4）

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

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

勝山　彰（完全予約制） 勝山　彰（完全予約制） 勝山　彰（完全予約制）禁煙外来 午前

午前

午後

午後

午後

岩﨑　理 山内　洋子（15：30まで） 池田　将樹（15：30まで）

甘利　雅邦（完全予約制
14:00まで）

菅原　隆
橋本　健太朗

岡　大典午後

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

新年のご挨拶新年のご挨拶


