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榛名荘病院の基本理念 

 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。 

平成２０年４月より特定健診・特定保健指導がはじまりました 

医療・福祉従事者のみなさまへ 

 特定健診・特定保健指導の流れ 

※１ 特定健診の検査項目 

 ①基本的な項目 

  ○質問票（服薬歴・喫煙歴など） 

  ○身体計測（身長・体重・肥満度・腹囲） 

  ○血圧測定 

  ○理学的検査（身体診察） 

  ○尿検査（尿糖・尿蛋白） 

  ○血液検査  

   ・脂質検査（中性脂肪・HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・ 

                      LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ） 

   ・血糖検査（空腹時血糖またはHbA１c） 

   ・肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTP） 

 ②詳細な健診の項目 

  （※一定の基準に該当した場合に実施） 

  ○心電図 

  ○眼底検査 

  ○貧血検査（赤血球数・血色素量・ 

                       ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値） 

 「初回面接」：個別面接２０分以上、または８名以下のグループ面接で８０分以上 
        （専門知識・技術を持った医師・保健師・管理栄養士が、対象者に合わせて 

                     実践的なアドバイスを行います） 

自身で「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践 

面接・電話・メール・手紙等で、生活習
慣の改善を応援します。 
（３ヶ月以上の支援） 

 「実績評価」：６ヶ月後に、面接・電話・メール・手紙等で、健康状態・生活習慣（改 

                  善状況）を確認 

 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成２０年４月より「特定健

診」とそれに伴う「特定保健指導」が義務化されました。この義務は医療保険者

（健康保険の発行元）が加入者に対して負うことになります。 

 ４０才～７４才の被保険者・被扶養者を対象に「特定健診」を行い、糖尿病、

高血圧、脂質異常症などの「生活習慣病」の有病者・予備群を抽出し、「特定保

健指導」を行うことで発症・重症化を減らすことが目的とされています。 

健康管理センター 部長 金澤 利彦 

◇ 特定健診の受診券が届く （年に１回） 

◇ 特定健診 （メタボリックシンドロームに着目した健診※１） 

◇ 判定と結果通知 

◇ 特定保健指導の利用券が届く 

生活習慣病の改善の必要性が 

“低い人” 

生活習慣病の改善の必要性が 

“中程度の人” 

生活習慣病の改善の必要性が 

“高い人” 

◇ 特定保健指導 

◇ 情報提供 



 

対象者には医療保険者から、特定健診受診券・特定保健指導利用券が

届きますので、受診券（利用券）と被保険者証を持って医療保険者の

案内する実施場所で受診します。 

これまで４０才以上の方の健診は、市町村が住民を対象に実施していましたが、平成２０年４月より次

の通りになりました。 

  ◇４０～７４才の方が特定健診・特定保健指導の対象者であり、 

   医療保険者（国民健康保険・健康保険組合・政府管掌健康保険・共済組合など）が被保険者及び 

   被扶養者に対して特定健診・特定保健指導を実施します。 

  ◇７５才以上の方は、各都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合が健診を実施します。 

榛名荘病院 健康管理センターでは、全国約1,200の医療保険者と契約を結び、専門スタッフによる特

定健診・特定保健指導を実施します。 

また、特定保健指導を行う際には、主治医の先生と連携をとりながら、進めていきます。 

今後も、皆様の健康増進に役立てるよう、安心の健診と質の高いプログラムを提供させていただきます。 

特定健診・特定保健指導における価格・体制等の「運営についての重要事項に関する規程」は、 

国立保健医療科学院の「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」に掲載されています。 
 

http://kenshin-db.niph.go.jp/kenshin/ 

 

[健診についてのお問い合わせは] 
 

榛名荘病院 健康管理センター 
                              （担当）  金澤 
 

         TEL 027-384-8664（直通） 
         FAX 027-384-8674（直通） 
         E-mail kenkou@k9.dion.ne.jp 

特定健診
受診券 

特定保健
指導 
利用券 
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特定健診 データベース 検索 

 対象者は？ 

 受診方法は？ 

 榛名荘病院 健康管理センターについて 

当院看護師が人命救助で表彰される！ 

 平成２０年３月９日（日）に当院の今村真弓看護師と上野久

美子看護師が人命救助に尽力されたとして、高崎市長より感謝

状をいただきました。 

 両看護師は平成１９年１２月９日（日）に高崎市上室田町で

行われた地元地域体育部主催の駅伝大会会場周辺で、心肺停止

状態になった女性に、救急車が到着するまでの間、迅速に心臓

マッサージや人工呼吸を行い人命救助に貢献しました。 

 今後も看護師として一般市民に貢献できるよう研鑽に努めた

いとのことでした。 左から今村看護師、津久井院長、上野看護師 

 ▼榛名荘病院 健康管理センターの情報は▼ 
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 平成１９年４月１日付けで施行された医療法の一部改正により、医療計画の記載事項として、新たに、

４疾病並びに５事業について、医療連携体制を記述することが追加されました。 

 群馬県では、４疾病５事業のうち脳卒中及び急性心筋梗塞の医療連携体制の構築を先行して策定し、現

行の第５次群馬県保健医療計画（平成17年4月～平成22年3月）に追加しました。 

 今回の追加改定による医療連携体制では、

県内を５圏域に区分し、圏域ごとに急性心筋

梗塞と脳卒中における急性期と回復期の医

療・リハビリを提供する医療機関を明確化し

ています。 
 

 当財団関係では西部圏域の脳卒中の医療連

携体制において、急性期関連で「はるな脳外

科」、回復期関連で「榛名荘病院」が基準に

該当する医療機関になっております。 

（基準に該当する医療機関は、群馬県のホー

ムページ上で確認することができます。） 

 

 「はるな脳外科」と「榛名荘病院」を 

      運営する「財団法人榛名荘」は、今後も引き続き関係機関と連携をとりながら、 

            脳卒中の急性期・回復期・維持期・在宅期において地域貢献をさせていただきます。 

※１ 前橋・渋川地域の急性期関連の医療機関は、救急搬送の実態等に合わせて中部圏域と吾妻・前橋、渋川圏 

       域の両方に表示されています。 

※２ 伊勢崎地域の急性期関連の医療機関は、救急搬送の実態等に合わせて中部圏域と東部・伊勢崎圏域の両方 

       に表示されています。 

圏域名称 二次保健医療圏 含まれる市町村 

中 部  

前橋 前橋市、富士見村 

渋川 渋川市、榛東村、吉岡町 

伊勢崎 伊勢崎市、玉村町 

西 部  

高崎・安中 高崎市、安中市 

藤岡 藤岡市、吉井町、上野村、神流町 

富岡 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町 

吾妻・前

橋、渋川  

吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、高山村、東吾妻町 

前橋※１ 前橋市、富士見村 

渋川※１ 渋川市、榛東村、吉岡町 

利根沼田 沼田 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 

桐生 桐生市、みどり市 

太田・館林 太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 

伊勢崎※２ 伊勢崎市、玉村町 

東部・ 

  伊勢崎  

■５つの圏域と医療圏との関係 

財団法人榛名荘の 

「はるな脳外科」と「榛名荘病院」  

     は、西部圏域に含まれ、 
 

「はるな脳外科」は 

  脳卒中の急性期関連の基準※３ 

  に該当する医療機関であり、 
 

「榛名荘病院」は 

  脳卒中の回復期関連の基準※４ 

  に該当する医療機関です。 

※３ 脳卒中の急性期関連の基準 

① 脳卒中の急性期患者に対して診療及びリハビリテーションに対応でき 

    ること 

② 脳神経外科医、神経内科医など必要なスタッフが十分揃っていること 

③ ＣＴ及びＭＲＩが設置され、必要に応じて稼働できること 

④ 脳血管手術や開頭手術などの「脳神経外科的治療」、あるいは「選択的 

    脳血栓・塞栓溶解術」「経静脈t-PA投与術」に対応できること 

※４ 脳卒中の回復期関連の基準 

① 脳卒中の回復期の患者に対する診療及びリハビリテーションに対応で 

    きること 

② 内科医、神経内科医、リハビリテーション医、理学療法士、作業療法士    

    など、必要なスタッフが揃っていること 

③ 脳血管疾患等リハビリテーション料の届出医療機関であること 

群馬県保健医療計画追加改定＜平成２０年４月１日施行＞ 

がん 

脳卒中★ 

急性心筋梗塞★ 

糖尿病☆ 

救急医療 

災害時における医療 

へき地の医療 

周産期医療 

小児医療 

５事業 

医療連携体制 

の構築 

４疾病 

※★印は今回追加改定したもの、☆は着手しているものです。 

※この文章と表の一部は群馬県の資料（ホームページ）から引用しています。 



 

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。 

医療・福祉従事者のみなさまへ 

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 haruna-renkei@r8.dion.ne.jp 

  月 火 水 木 金 土 

一 般 内 科   

午前    鎌尾 9：30～  河石 9：30～  群大 中井 9：30～  

午後  
  鎌尾 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  市村 9：30～  松瀬  中曽根 豊 群大 松瀬 

午後  市村 13：30～16：00 松瀬     

神 経 内 科  午前   中曽根 愛  中井 10：30～11：30   

呼吸器内科 午後    相原   

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 中曽根 良樹  狩野 根岸   

循環器内科 午前    谷口   

【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）   ★救急は24時間対応 

【病床数】１９床 

【診 療 科 目】  整形外科（脊椎脊髄病疾患）、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 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  

（第1・3・5） 倉地 

 

（第 2・4 ）  野尻 

 月 火 水 木 金 土  

午前   

清水 

 

 

 

真鍋  

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 

◇榛名荘病院  外来診療担当表 

◇はるな脳外科 外来診療担当表 

◇群馬脊椎脊髄病センター  外来診療担当表 

＜＜＜ 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/ 

  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。 

交 

通 

案 

内 

図 
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榛 名 荘 病 院                  〒370-3347 高崎市中室田町5989   TEL 027-374-1135 Fax 027-374-1139 

は る な 脳 外 科           〒370-0871 高崎市上豊岡町827-1   TEL 027-343-2220  Fax 027-343-1197 

群馬脊椎脊髄病センター  〒370-0871 高崎市上豊岡町828-1   TEL 027-343-8000 Fax 027-343-6622 

【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 

           （障害者施設等入院基本料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） 

午前     午後 

午前     午後 

午前 


