
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。昨年中、当院に賜りました

多大なるご支援に対しまして、職員一同心より御礼申し上げます。  

 昨年を振り返ってみますと、昨年終盤には落ち着きつつありましたが、一

昨年同様コロナ禍一色であったことは否めないかと思います。そのため、昨

年も長い期間入院患者様への面会禁止措置を行っており、皆様へご不便とご

迷惑をおかけしてしまったこと、大変申し訳ありませんでした。2021 年

11 月 24 日より面会制限は緩和したものの、2022 年１月 12 日に県の警

戒レベルが２へ移行したことに伴い、同日より再び面会禁止措置を行っております。 

 当院では現在も発熱外来を継続しております。発熱外来では PCR の機械を導入し（１回に

１人しか検査できませんが）、１時間程度のお時間はいただきますが、迅速な検査が必要な患

者様には、できるだけ早く、感度の高い検査結果をお伝えできる体制もでき、少しでも安心し

ていただければと思っております。新型コロナウイルスワクチンに関しましては、予約が取り

にくい状況が続いてしまったり、ワクチン不足の時期があったりと、皆様にはご迷惑をおかけ

してしまい申し訳ありませんでした。本年は３回目の接種へ向け体制を整えていきたいと思っ

ております。今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況が見通せない状況ではありますが、

職員一同コロナウイルス感染症への対策をさらに進められる様に努力していく所存ですので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。  

 本年１月より高崎総合医療センター脳神経外科の医師により、隔週ではありますが、脳神経

外科外来を新設しました。これまで高崎まで通院されていた患者様の負担を少しでも減らすこ

とができればと思っております。受診につきましては当院スタッフまでおたずねください。  

 また、１月より当院に「話す・聞く・食べる、の専門家」言語聴覚士が１名入職することと

なりました。それにより、脳卒中後のリハビリ、摂食・嚥下のリハビリ等に対し、様々なスタ

ッフとともに連携をとり、さらに強力に皆様の援助をする体制が整います。今後も地域に密着

したリハビリをお届けできるよう体制を整えていきたいと思います。（言語聴覚士に関しまし

てはまた、別の機会にご紹介させていただければと思います）。  

 今後も職員一同皆様に寄り添い、安心して受診いただけるよう、そして、皆様のご期待に添

えるように努力していきたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

院長 三井 健揮 

 

謹んで新年のお祝いを申し上げます 

 公立碓氷病院だより  

 私たちは、患者様の命と健康を守るため、安心して適切な医療が受けられ、より信頼される
病院を目指し、努力していきます。  
 
１．地域住民とともに歩み、患者様本位である病院（親しまれる病院）  
２．人々に信頼され、安心のよりどころとなる病院（信頼される病院）  
３．地域の医療機関と連携を図り、活力あふれ躍進する病院（期待される病院）  
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 当院には平成８年４月に入職しましたが、今年度をもって定年を迎えることと

なりました。 

 入職時には保育園の年小、年長だった子供たちもいつの間にか成人し、当院の

これまでの経過とともに確かな時の流れを感じています。  

 今日まで看護に携わってきた中で感じているのは、看護の仕事は人との関係性

の中で行われることから、基本的なことですが、患者さんやその家族の方とよく

コミュニケーションをはかり、良い関係性を築くことが大切であるということです。  

 相手の状況や気持ちに思いを巡らせ、相手の立場になって想像力を働かせることで、相手の気

持ちに近づくことができ、相手は「自分のことをわかってくれている」と感じ、そこから信頼関

係が生まれ、患者さんにとってより良い看護が提供できるのではと考えます。  

 悩んだことも多くありましたが、年を重ねながら学んできたことが、今では自分の糧となって

います。 

 また、当院に入職前は市外の病院に勤務していましたが、家族共々安中市に戻り、地元の病院

として愛着を持って勤務できたことが、微力ながらも当院への貢献につながっていれば幸いに思

います。 

 当院が地域の自治体病院として、病院の基本理念に掲げている「親しまれ、信頼され、期待さ

れる病院」を目指して必要な医療・看護・介護を提供し、その役割を果たせるよう地域に根付い

た病院として、さらに躍進できますことを祈念しております。  

皆様には、大変お世話になりありがとうございました。  

 

 

 

 寒さ厳しき折、冷え冷えとした大気がいっそう身にこたえます。昨

年春より前所長の定年退職に伴い、安中市訪問看護ステーション所長

に就任いたしました清水公香と申します。  

 一昨年から続く新型コロナウイルス感染症対応では、未知のウイル

スへの恐怖や先の見えない不安を抱えて日々の訪問を行っています

が、在宅で自分らしく過ごす利用者様の看護に携わる事が出来る喜び

は、何よりもかえがたいものがあります。  

 当訪問看護ステーションは安中市在住の方を対象に 24 時間対応

の訪問看護を提供しています。おもなサービス内容として「健康相談」

「日常生活の看護」（在宅での看取り）「認知症の看護」「検査・治療

促進のための看護」などを提供しており、看護師が利用者様やご家族

と話し合いながらかかりつけの医師などと連絡をとり、看護計画を立

ててすすめていきます。 

 利用者様の意思を尊重し、やさしく丁寧に対応するという理念のもと訪問させて頂きますので、

是非ご相談ください。 

退任にあたって 看護部長  須賀 智恵子 

お問い合わせ 

安中市訪問看護ステーション（公立碓氷病院内） 
TEL  027-385-0053  FAX  027-384-0738  
営業日時   月～金曜日 午前８時 30 分から午後５時 15 分 
休 日   土日祝日、年末年始（緊急の場合はこの限りではありません） 
訪問エリア   安中市全域 

所長就任のご挨拶 
安中市訪問看護ステーション 

所長  清水 公香 



 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ総合番組「あさイチ」にて、令和３年１２

月６日（月）８時１５分から放映された「次なるブ

ーム到来！？こうじ活用術」で、当院の上原管理栄

養士が出演し、麹甘酒の健康効果についての研究を

紹介しました。 

 次号などでも、上原管理栄養士による健康コラム

などを掲載予定ですのでご期待ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 当院では、令和４年１月６日より脳神経外科の診療を開始しました。 

毎月第１・３・５週の木曜日午後に、非常勤医師２名が外科外来にて診療し

ます。 

 今までは遠方まで通院されていた方も、地域で診療を受けることができる

ようになりましたので、是非受診をご検討ください。 

 

 

＜脳神経外科 外来診療スケジュール＞            （令和４年１月６日～） 

 月 火 水 木 金 

午後    

田中 志岳 

佐藤 晃之 

（第１・３・５週） 

 

▼受付時間は 13：30～16：30 です。 

▼診察は、非常勤医師２名が担当いたします。 

▼診察室は、外科外来です。 

 

また、令和３年 10 月より、月曜日午前に整形外科、月曜日午後に皮膚科の診療を開始し

ております。各診療科の最新の診療日については、当院ホームページなどでご確認くださ

い。 

 

 

脳神経外科を新設しました 

当院の管理栄養士がテレビ出演しました! 



 

 

 

 

 

 

 

 当院では、５月下旬から 12 月中旬頃まで一般の方の１・２回目接種を行いました。事前の予

診票の記入、検温、本人確認、経過観察等にご協力いただきありがとうございました。  

 

 新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、時間が経過すると免疫力が下がってしまうとい

われているため、２回目接種後 8 ヶ月が経過した 18 歳以上の方は、３回目の接種（追加接種）

が可能となります（65 歳以上の高齢者の方など 8 か月の経過を待たずに追

加接種を実施する場合があります）。 

 接種ができる時期が近づきますと、お住まいの市町村から接種券つき予診

票が届きますので、当院での接種を希望される方はご予約をお願いします。      

予約方法は電話かインターネットからお選びいただけます。インターネット

での予約を希望の方は、当院ホームページから予約フォームへアクセスでき

ますので、ご利用ください。 

 

 なお、１・２回目接種ではファイザー社製ワクチンを使用しましたが、ワクチンの供給の関係

で、３回目の接種ではワクチンの種類をお選びいただくことができません。接種時期により異な

るワクチン（ファイザー社製かモデルナ社製）を接種していただくことにな

りますが、いずれの種類のワクチンを接種した場合も一般的に新型コロナ感

染症に対し十分な予防効果を得られることがわかっています。 

  

予約については、院内掲示や当院ホームページ等でご案内しております

ので、接種を希望される方はご確認ください。 

 

 

 

新型コロナワクチン接種について 

新型コロナワクチン接種のご予約やお問い合わせは、 
以下の専用窓口までお願いします。 

 

 

公立碓氷病院 新型コロナワクチン接種予約受付専用窓口 

027-345-3022 

受付時間 月曜日から金曜日（祝日を除く） 

       ９時００分から１１時３０分 



 

 

 

 

 

 

 

 通所リハビリテーション「そよかぜ」では、利用者の皆様で協力して作品を制作しました。12

月には一人ひとりが作ったペーパーフラワーを組み合わせたクリスマスツリーを作りました。１

月には「そよかぜ神社」に一人ひとりが今年の願い事を書いた絵馬をかけました。  

 感染症対策のため、なかなかイベントなどを開くことが難しい状況ですが、皆さん工夫して楽

しく過ごされています。 

 

 

絵馬作成の様子 

通所リハビリテーション「そよかぜ」の 

利用者様の作品をご紹介します 

メジロが遊びに来ています 

 
皆さんに 
かわいがって 
もらってます♪ 

（通所リハビリそよかぜにて撮影） 

↑クリスマスツリー（12 月） ↑そよかぜ神社（1 月） 



 

 

 

■ 外来診療担当一覧                                             (令和４年１月６日現在) 
 月 火 水 木 金 

内
科 

午前  

新患  関上 智美  秋葉 徹  明石 直樹  三井 健揮  松本 久美子  

再来  
松本 久美子  
阿部 智志  

三井 健揮  
塩野 由紀  

阿部 智志  
野際 英司  

秋葉 徹  
唐澤 正光  

河村 俊英  
吉田 泉  

午後  

一般  秋葉 徹  河村 俊英  明石 直樹  吉田 泉  長又 亮  

特殊  

諏訪 絢也  
(腎臓･リウマチ) 

櫻井 篤志 ※1 
(神経内科) 
第 1･3･5 週 

三井 健揮  
(血液) 

河村 俊英  
(血液) 

長又 亮  
(腎臓･リウマチ) 

  
松本 久美子  

(血液) 
塩野 由紀  

(血液) 

内山 和彦  
(腎臓) 

第 2･4 週 

   
池内 秀和  

(腎臓･リウマチ ) 
第 2･4 週 

加藤 寿光  
(循環器) 

第 1･3･5 週 

透析  

午前  
吉田 泉  

(諏訪 絢也) 
吉田 泉  吉田 泉  吉田 泉  長又 亮  

午後  
吉田 泉  

(諏訪 絢也) 
吉田 泉  

竹内(第 1･3 週) 
吉田(第 2･4･5 週) 

吉田 泉  
吉田(第 1･3･5 週) 
内山(第 2･4 週) 

小児科  
午前   小板橋 実希子   齋藤 淑人   

午後   小板橋 実希子     

外
科 

午前  

一般  中村 正治  
中村(第 1･3 週) 

吉田(第 2･4･5 週) 
吉田 美穂  中村 正治  中村 正治  

乳腺・  
甲状腺  

吉田 美穂  
本田(第 1･3 週) 
堀口(第 2･4 週) 

   

午後  

一般  星野 弘毅   
非常勤 ※2 

(第 1･3･5 週) 
  

特殊   
中村 正治  
(胃･大腸) 

 
中村 正治  
(胃･大腸) 

 

脳神経外科      
田中･佐藤 

(第 1･3･5 週) 
 

整形外科  

午前  髙瀬 亮太  石綿 翔  田鹿 毅    

午後   石綿 翔  

久保井 卓郎  
 (第 1･3 週) 
橋本 章吾  

 (第 2･4･5 週) 

田鹿 毅 ※3  

眼科  
午前  須田 考一  須田 考一  須田 考一 ※4 須田 考一  須田 考一  

午後  須田 考一   ＜手術＞ ※4 須田 考一  須田 考一  

耳鼻咽喉科 午前   髙橋 克昌   岡宮 智史   

泌尿器科  
午前  新田 貴士  新田 貴士  新田 貴士  新田 貴士  新田 貴士  

午後  新田 貴士  ※5 新田 貴士  新田 貴士   

皮膚科  午後  上原 顕仁     井上 裕太  

歯科口腔外科  葦沢 健  関根 真一  葦沢 健  葦沢 健  
嶋田 淳･葦沢 健  

西 貴志子  

○毎月最初の受診の際は必ず保険証の提示をお願いします。  
○受付時間は 8:30～11:30、13:30～16:30（一部例外あり）  
○休診日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
○透析は土曜日、祝日も行っています。  
○内科、外科の特殊は専門医による外来です。事前に一般外来の受診が必要です。  
○内科、外科の午後（一般）は初診の方も受診できます。  
※１ 神経内科は完全予約制となります。受診希望の方は事前の連絡をお願いします。  
※２ 水曜日の外科の受付は 16:00 までです。  
※３ 木曜日の整形外科の受付は 12:30 から開始します。また、予約以外の方の受付は 15:00 までです。  
※４ 水曜日の眼科の午前の受付は 11:00 までです。午後は手術のため、診療は完全予約制となります。  
※５ 火曜日の泌尿器科の午後の診療は令和３年４月からしばらく休診となります。  

外来診療担当一覧は今後変更になる可能性があります。最新の情報はホームページをご確認いただくか、お電話にてお問い

合わせください。 

 新年あけましておめでとうございます。年末はコロナが不思議なくらい減り、このまま終

息か？と期待しておりましたが、第６波がやってきてしまいました。市民の皆様には気を緩

めず、コロナ感染予防策を引き続きお願いします。今年も公立碓氷病院全職員で、安中市民

の健康をお守りしたいと思います。この状況が一日も早く解消され、今年こそ平穏な日々に

戻れることを願うばかりです。       広報委員長 上原由美（栄養科・管理栄養士） 

編集後記 


