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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。 

 作業療法室リニューアル！ 

医療・福祉従事者のみなさまへ 

Before（128.46㎡） After（237.65㎡） 

 ５月２８日に作業療法室がリニューアルし、以前の約1.8倍広くなりました。 

 今までの作業療法室は狭く、患者様には大変ご迷惑をお掛けしておりましたが、今回の

リニューアルにより、日常生活復帰のためのリハビリに必要な設備も充実させました。 
 

 今後も皆様のお役に立てるよう、努力していきますので宜しくお願いいたします。 

この部分の壁がなくなり、奥に広がりました。 

以前と比べ、約1.8倍広くなり、 

   雰囲気も明るくなりました 

平成２０年５月２８日に前橋聖マッ

テア教会の金山牧師様と斎藤伝道師

様をお招きし、作業療法室の安全と

患者様の回復を願い、キリスト教式

の祝福式が行われました。 

祝福式 
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理学療法室 313.76㎡ 

作業療法室 237.65㎡ 

言語療法室   77.88㎡ （１室19.47㎡×4室） 

総 面 積 629.29㎡ 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

集団コミュニケーション療法料 

リハビリ室面積 

          スタッフ数        （Ｈ20年9月1日現在） 

施設基準 

 病院 財団全体 

ＰＴ 16人 25人 

ＯＴ 11人 13人 

ＳＴ 3人 5人 

総数 34人 49人 

助手 4人 6人 

認定、指定 

日本医療機能評価機構 付加機能（リハビリテーション機能）認定 

高崎・安中地域リハビリテーション広域支援センター指定 

365日対応のリハビリテーション 

回復期リハビリテーション病棟では、家庭復帰、

社会復帰という目標に最短で到達できるよう、土

曜、日曜、祝祭日も休みなく「365日対応のリハビ

リテーション」を行っております。 

 リハビリテーション部の概要 

【表紙】 

 「回復期リハビリテーション病棟」パンフレット完成！ 

 「回復期リハビリテーション病棟」のパンフ

レットができました。 

 急性期の治療が終了した後、リハビリの必要

がある患者様のご紹介などの際に、ご活用いた

だければ幸いです。 

 パンフレットは、医療連携室までご連絡いた

だければお送りいたします。 
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パンフレットのご請求は 

医療連携室 

TEL027-374-2895 まで 
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野球で交流の輪 

 榛名荘病院野球部は、昭和２６年創部の大変歴史の長

い公認部です。現在、部員数は３０余名を数え、職員間

の交流の場にもなっております。 

 これまでは、旧榛名町主催の野球大会への参加にとど

まっていましたが、今年度より当院を含めた５病院（群

馬病院・田中病院・西毛病院・赤城高原ホスピタル・榛

名荘病院）での交流戦（ＨＢリーグ）を開始しました。 

 この交流戦を通じて他病院との交流を深められること

に部員一同が有意義に感じています。今後も交流の場と

して、楽しみながら頑張っていきますので、宜しくお願

いいたします。 
対西毛病院戦前の集合写真 

ＨＢリーグとは? 
 

 試合形式は総当りのホーム＆アウェイ形式で、

上位４チームが１０月に行われる決勝トーナメン

トへの出場権を得られます。 

日本作業療法学会で入賞 

 第42回日本作業療法学会（長崎）が平成２０年６月２０日～２２日に行われ、 

特別企画「訓練用具 夢のポケット ～ OTが考える訓練用具コンテスト ～」で、

当院の作業療法士 楠木邦弘が考案した「垂直ペグボード」が入賞しました。 

垂直ペグ（楠木邦弘考案）とは？ 
 

 作業療法では、脳血管疾患による麻痺、脊髄疾患に

よる神経障害などに対する上肢機能の向上を目的に、

机上でのペグさし作業がよく行われます。当院の作業

療法室でも、机上でペグを使用する機会が多く、常に

器具不足とスペース不足を感じていました。 

 そこで、立位でも対応ができること、移動式である

ことを考慮して「垂直ペグ」（図１～５）を作成しま

した。操作はベルクロテープの付いた垂直面にペグを

貼り付けていく単純なものですが、様々な効果が期待

できます。 

図１ 

図２ 

図３ 図４ 図５ 

左から新谷リハ部長、楠木OT、津久井院長 

詳しくは、コチラからもご覧いただけます 
 

http://jotc42.nagasaki-ot.com/pocket/jpg/d18.html 

練習試合などについてのお問い合わせは 
 

リハビリテーション部 末木
すえき

まで 
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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 豊 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   

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  中曽根 良樹 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） 

【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 

 

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 

◇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。 

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） 

午前     午後 

午前     午後 

午前 

交

通

案

内

図 


