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（財）日本医療機能評価機構 

「複合病院（一般・療養）」「付加機能（リハビリテーション機能）」認定病院 

〒370‐3347 群馬県高崎市中室田町5989 
http://www1.neweb.ne.jp/wa/haruna/ 

発行：榛名荘病院  医療連携室 

 結核患者の保養施設として設立された榛名荘も、人間にたとえると
古希を迎えました。 
 設立以来、多くの方々にご支援、ご協力を賜り、創立70周年を迎
えられたことを感謝すると共に、今後も医療機関、福祉機関との更な
る連携、患者様へのサービスの向上をめざして努力して参ります。 
 

医療連携室職員一同 

 10月22日（水）に榛名荘病院 中央病棟４階多目的ホールにおいて、榛名荘創立70
周年記念式典が行われました。 
 式典では、榛名聖公教会の斉藤徹伝道師によるお祈りからはじまり、浜名敏白理事長
が「職員、地域の皆様、ボランティアの方々に支えられて今日がある。地域医療は厳し
い現状だが、役職員一致団結してこの難関を突破し、前進していきたい」とあいさつ、 
また、恒例の永年勤続表彰も行われ、勤続５年、10年、15年、20年の職員が、浜
名理事長より表彰されました。 

   榛名荘は、おかげさまで70周年を迎えました 

  1. 生命を尊重し、安全で良質な医療を提供します。 

  2. 患者様の意志と権利を尊重します。 

  3. 医療技術向上のため、研鑽に努めます。 

  4. 地域の医療、福祉のために寄与します。 

榛名荘病院の基本理念 だ り よ 榛名荘病院  
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榛名荘70年のあゆみ 

 榛名荘の出来事 日本・世界の出来事 

昭和13年 
（1938年） 

・榛名荘が設立され、結核患者の 
 保養施設 として榛名荘保養所を 
 開設（旧室田町上室田） 

・国家総動員法公布 

昭和22年 
（1947年） 

・医療法による病院として認可 ・教育基本法公布（6･3制） 
・日本国憲法を施行 
・カスリン台風で関東地方に風水害 

昭和25年 
（1950年） 

・財団法人榛名荘認可 ・千円札発行 
・朝鮮戦争勃発 

昭和31年 
（1956年） 

・榛名荘病院付属診療所を開設 
  （高崎市新田町） 

・日本の国連加盟承認 
・「週間新潮」創刊 
・東海道線全線電化 
・水俣病初の認定 
・南極大陸が単一大陸と証明 

昭和32年 
（1957年） 

・集団検診事業を開始 ・五千円札・百円硬貨発行 
・東海村原子炉の点火 

昭和37年 
（1962年） 

・榛名荘病院付属診療所を病院化 
 し、榛名荘高崎病院を開設 
  （高崎市新田町） 

・キューバ危機 
・堀江健一が日本人初小型ヨットで 
 太平洋横断成功 
・「てなもんや三度笠」スタート 

昭和39年 
（1964年） 

 ・東京オリンピック開催 

昭和41年 
（1966年） 

・リハビリテーションセンターを 
   開設 

・ザ・ビートルズ来日 
・日韓国交正常化 
・日本テレビ「笑点」スタート 
・中国で文化大革命 

昭和45年 
（1970年） 

 ・日本万国博覧会（大阪万博）開催 

昭和49年 
（1974年） 

・榛名荘高崎病院を無床化し、 
 榛名荘病院付属診療所にする（昭和60年閉鎖） 

・佐藤栄作ノーベル平和賞受賞 
・長嶋茂雄引退 
・セブンイレブン１号店が東京に開店 

昭和13年設立からの榛名荘のあゆみを、 
日本・世界の出来事と合わせてまとめました。 
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昭和50年 
（1975年） 

・集団検診車を購入し、成人病、 
   予防法、労働安全衛生法等に 
   基く検診を開始 

・ベトナム戦争終結 
・100円ライター発売 
・プッシュボタン式公衆電話が登場 
・ローソン１号店が大阪に開店 

昭和63年 
（1988年） 

・老人保健施設あけぼの苑を開設 
  （旧榛名町中室田） 

・ソウルオリンピック開催 
・瀬戸大橋開通 
・青函トンネル開通 
・東京ドーム落成 
・リクルート事件 

平成  5年 
（1993年） 

・あけぼの苑西棟を開設 
  （従来からの施設は「あけぼの苑東棟」 
     となる） 

・レインボーブリッジ開通 
・サッカーJリーグ開幕 
・プロ野球FA制導入 

平成  9年 
（1997年） 

・はるな脳外科を開設（高崎市上豊岡町） 
・老人保健施設あけぼの苑高崎を 
   開設（高崎市上豊岡町） 
 

・香港が中国に返還 
・消費税５パーセント 
・東京湾アクアライン開通 

平成14年 
（2002年） 

・群馬脊椎脊髄病センターを開設 
  （高崎市上豊岡町） 

・欧州統一通貨ユーロ導入 
・サッカーワールドカップ日韓共催 
・小柴昌俊ノーベル物理学賞、 
 田中耕一ノーベル化学賞受賞 

平成18年 
（2006年） 

・総合ケアセンター榛名荘を開設 
  （高崎市下室田町） 

・トリノオリンピック開催 
・WBCで王ジャパンが世界一 
・日本郵政株式会社発足 
・ワンセグ放送開始 

平成20年 
（2008年） 

・榛名荘創立70周年を迎える ・後期高齢者医療制度スタート 
・メタボ健診・保健指導の義務化 
・北京オリンピック開催 

平成21年 
（2009年） 

 ・裁判員制度スタート 

平成22年 
（2010年） 

 ・南アフリカでサッカーワールドカップ 
   開催 

平成23年 
（2011年） 

 ・アナログ放送終了 輝かしい未来へ 
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 群馬脊椎脊髄病センターでは、平成20年７月31日の側弯症の手術をもって、平成14年２月の開設
以来、脊椎脊髄外科手術の累計が2000件を超えました。 
 今回は開設以来の手術件数の推移をご報告いたします。 

【特別講演】 
 

   新潟中央病院 診療部長 
    脊椎・脊髄外科センター長 山崎 昭義 先生        

特別講演後の質疑応答の様子 

 今回は、新潟中央病院診療部長で脊椎・
脊髄外科センター長を務めていらっしゃる
山崎昭義先生をお招きし、『頚椎後方椎間
孔拡大術』というご演題で貴重なご講演を
いただきました。 
 『頚椎後方椎間孔拡大術』という手術
は、頚椎の椎間板ヘルニアや頚椎症などに
より圧迫されている神経根を、首の後ろ側
から手術してゆるめる（除圧する）手術で
す。歴史のある手術法ですが、上手におこ
なわないと骨を削りすぎたりして術後に頚部痛などが出てしま
います。そのため全国的には首の前側から手術して、神経根を
ゆるめたあとに骨を固める手術（前方除圧固定術）が一般的で
す。山崎先生は顕微鏡や内視鏡を駆使して骨の削除を最小限に
とどめ、安定した成績をおさめており、貴重な症例の数々をみ
せていただきました。 
 群馬脊椎脊髄病センターでもおこなっておりますが症例数は
少なく、今後、適応が増えていく可能性があります。 

幹事・座長 
井野 正剛 医師 

 去る10月18日（土）15時から前橋ホテルにおいて、第23回
群馬脊椎脊髄疾患研究会を開催しました。 
 今回は群馬脊椎脊髄病センターの井野正剛医師が幹事・座長を
務め、15時から症例検討会、17時30分から特別講演が行われま
した。 

   第23回群馬脊椎脊髄疾患研究会開催 

   群馬脊椎脊髄病センター 手術件数 2000例達成！ 

脊椎脊髄外科手術件数の推移 （件数） 
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出身大学    横浜市立大学 

卒業年次    平成９年 

専門分野    脊椎脊髄外科 

専門医・認定医 
    日本整形外科学会専門医 
    日整会認定脊椎脊髄病医 

 今年の７月よりお世話になっており
ます。 
 脊椎脊髄の治療においては、日本で
もトップレベルの場所で働くことがで
き、大変うれしく思っております。 
 今後ともよろしくお願いします。 

多々羅
た た ら

 靖則
やすのり

 

   新任医師のご紹介 

 当院が、群馬県より指定を受けている、高崎・安中地域リハビリテーション広域支援センター
（旧群馬郡、安中市担当）では、繰り返し起こる誤嚥性肺炎予防の為、スタッフが実地指導に伺います。 
 誤嚥性肺炎を予防するには、“寝たきりを予防すること”“口腔ケアをして口の中をきれいに
保つこと”“飲み込みの際に誤嚥を防ぐこと”が必要です。これらの具体的な対策や予防方法に
ついて、当センターのスタッフが、訪問による実地指導を行います。（業務の都合上、月に１施設
程度で実地指導に伺いたいと考えております） 
  

 ご希望の場合は、まずは下記の「お問い合わせ先」までご連絡下さい。日程を調整させていた
だき、訪問いたします。 
 

 ※ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、歯科衛生士が不在で、“旧群馬郡と安中市”の施設に限らせていただきます。 
 ※実地指導に関する費用は無料です。 

 ＰＴ、ＯＴ：離床について 

   ＳＴ ：摂食嚥下について 

 歯科衛生士：口腔ケアについて 

実地指導の内容 

群馬県委託事業 

 
担当： 新 谷（あらや）

 TEL 027-374-2895（医療連携室）

お問い合わせ先 

～ 住みなれた地域でリハビリを ～ 

高崎・安中 地域リハビリテーション広域支援センター 
TAKASAKI ･ ANNAKA 榛名荘病院内 

お知
らせ
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榛名荘友の会秋の旅行 

榛名荘美術館開館中 

 朝から天気に恵まれた10月18日（土）
に、長野県小諸市へりんご狩りに出掛け
ました。日頃はスーパーなどで購入して
いるりんごを、木から直接もぎ取って食
べるという贅沢を満喫してきました。 
 りんご狩りの後、信州そばで秋の味覚
を十分に堪能し、「渥美清こもろ寅さ
ん会館」を見学して帰路につきました。 
 榛名荘友の会は、当院の脳卒中の患者会で、“生きが
いのある明るい生活をおくるため、様々な活動を通じて
お互いを励まし、自立と親睦を図っていく”ことを目的
として、春と秋の年２回の旅行に行きます。 
 今後も会員の皆様に喜んでいただけるよう、事務局と
してサポートさせていただきます。 
 

ソーシャルワーカー 布施 久美子 

 南病棟２階の回復期リハビリテーション病棟
から理学療法室に至る廊下に、ボランティアで
提供してくださった方の写真を展示しておりま
す。 
 山などの風景や草花など、季節によって変わ
る自然の様子を撮影した作品の数々が、患者様
やご家族様、職員に喜ばれております。 
 当院へお立ち寄りの際は、是非一度ご覧下さ
い。 

展示している写真の一部 

第16号 平成20年11月発行 医療連携だより 



7 

 

 「医療連携だより」は平成16年1月に第１号を発行し、以来、当財団の医療部門の榛名荘病院、は
るな脳外科、群馬脊椎脊髄病センターの内容を中心に掲載しております。 
 今後もこのコンセプトに変わりはありませんが、今後のキーワードである“地域において急性期・
回復期・維持期・在宅期での切れ目のない医療・介護・福祉の提供”を行う上で、当財団が運営する
資源を地域で有効活用していただくために、今までお知らせをしてなかった医療部門以外の施設をシ
リーズでお知らせいたします。 

◆榛名荘病院 
 

         群馬脊椎脊髄病センター（病棟部門） 
      は、榛名荘病院内にあります 
 

◆介護老人保健施設 あけぼの苑 
 

所在地  高崎市中室田町 

◆総合ケアセンター榛名荘 
 

所在地  高崎市下室田町 

◆はるな脳外科 
◆群馬脊椎脊髄病センター（外来部門） 
◆介護老人保健施設 あけぼの苑高崎 
 

所在地  高崎市上豊岡町   

◆高崎市在宅介護支援センター八幡 
◆居宅介護支援事業所 ひなたぼっこ 
 

所在地  高崎市藤塚町 

“榛名荘探検隊”が、烏川流域に位置する財団法人榛名荘の各施設を、

上流から下流へと川の流れに沿って探検（ご紹介）いたします。 

まず第１回目は、財団法人榛名荘の各施設の所在地をお知らせします。 

シリーズ 

第１回 

烏川
からすがわ

 

財団法人榛名荘の各施設の所在地がわかったので、 

次号では、『介護老人保健施設 あけぼの苑』 をご紹介します。 

高崎市 

第16号 平成20年11月発行 医療連携だより 
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診療内容に関すること、患者さまのご紹介に関すること等、 
お気軽にお問い合わせ下さい。 

榛名荘病院 医療連携室 
 

〒370-3347 群馬県高崎市中室田町5989 
TEL 027-374-2895（直通） 
FAX 027-374-2896（直通） 
E-mail renkei@harunaso.or.jp 

月 火 水 木 金 土 

一 般 内 科   
午前    金田 9：30～  河石 9：30～  群大 中井 9：30～  

午後    金田 13：30～16：00 河石 13：30～16：00 群大 （第2・4金曜） 
13：30～16：00 

 

外 科  
午前   松瀬  中曽根 群大 松瀬 

午後   松瀬     

神 経 内 科  午前   門倉  中井 10：30～11：30   

呼吸器内科 午後    相原   

循環器内科 午前    谷口   

糖尿病外来 午前      伴野 

心 臓 外 来 午前      群大 

神 経 科   
午前     黒崎 （第1・3木曜）   

午後   井田 （第2・4火曜） 
13：30～17：00 

    

皮 膚 科 午後   群大    

眼 科  午後    得居 （第1・3水曜） 
14：00～16：00 

 高橋 （第2・4金曜）  

歯 科 午後 狩野 根岸 横尾    

外来診療担当表 

【診  療  科  目】 脳神経外科、内科、リハビリテーション科 
【外来受付時間】 午前8時30分～11時30分  火、木、土曜の午後2時～午後4時（休診は日曜日・祝祭日・年末年始） 
【病床数】１９床 

【診  療  科  目】 整形外科（脊椎脊髄疾患）、リハビリテーション科 
【外来受付時間】 午前8時30分～午前11時30分（休診は土曜日の午後・日曜日・祝祭日・年末年始） ※完全予約制  電話予約受付時間15時～18時 
  ★入院、手術は榛名荘病院で行います。 

月 火 水 木 金 土 

脳神経外科 

午前 

初診  野尻 倉地 野尻 倉地 
（第1・3・5） 倉地 

 

（第 2・4 ）  野尻 

群大 

再診 倉地 野尻 倉地 野尻 
（第1・3・5） 野尻 

（第 2・4  ） 倉地 

午後 初・再  野尻  倉地  
（第1・3・5） 野尻 

（第 2・4  ） 倉地 

内 科 午前 初・再     吉田  

外来診療担当表 

月 火 水 木 金 土  

脊椎脊髄 
  疾患 午前   

清水 

 

真鍋 

 

多々羅  

井野 

 

 

 

登田  

井野 

 

登田 

 

田内  

笛木 

 

 

 

田内  

清水 

 

笛木 

 

真鍋  

（第1） 田内 笛木 

（第2） 清水 （側弯症外来） 松原 

（第3） 井野 登田 

（第4） 清水 （側弯症外来） 七五三木 

（第5） 真鍋 中川 

外来診療担当表 

榛 名 荘 病 院  

は る な 脳 外 科  

群馬脊椎脊髄病センター 

  榛名荘病院へは高崎駅西口からお車で30～40分 
                       長野新幹線安中榛名駅からお車で10～15分です。 
  はるな脳外科・群馬脊椎脊髄病センターへは高崎駅西口からお車で10～15分です。 

〒370-3347  高崎市中室田町5989  TEL 027-374-1135  Fax 027-374-1139 

〒370-0871  高崎市上豊岡町828-1  TEL 027-343-8000  Fax 027-343-6622 

〒370-0871  高崎市上豊岡町827-1  TEL 027-343-2220   Fax 027-343-1197 

【診療科目】 
 内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、外科、 
 整形外科、リハビリテーション科、放射線科、 
 歯科、麻酔科、神経内科、精神科、眼科、皮膚科 
 

【外来受付時間】 
 午前8時30分～午前11時30分 
 午後1時30分～午後5時 
 （休診は土曜日午後・日曜日・祝祭日・年末年始） 
 

【病床数】231床 
          ・一般病棟 112床 
           （障害者施設等一般病棟40床、 
             回復期リハビリテーション病棟32床含む） 
          ・療養病棟 119床 
           （回復期リハビリテーション病棟59床含む） 
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＜＜＜    バックナンバー   ＜＜＜ 
  

「医療連携だより」のバックナンバーは、 
     当院のホームページよりご覧いただけます。 

 

http://www1.neweb.ne.jp/wa/haruna/ 


