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2019年紹介実績のご報告
日頃より大変お世話になっております。 2019 年にご紹介いただきました患者様の診療科別実績をご

報告させていただきます。 昨年も多くの患者様をご紹介いただきまして、 誠にありがとうございました。

本年も患者様への迅速で手厚い対応に心がけ、 満足度の向上に努めてまいります。 今後ともよろし

くお願い申し上げます。

≪予約方法≫

1. CT・MRI の検査部位、検査方法 （造影の有無）・患者様情報 （氏名・生年月日） をご連絡ください。

2. できるだけ早く実施の日時を決め、 予約票を FAX 送信いたします。

3. 「診察申込書」 にご記入いただき、 患者様情報を FAX 送信してください。

3. 読影レポートは完成後翌日に発送いたします。

4. CD-R にて画像提供いたします。 ご希望がある場合はフィルムにコピーいたします。

ご連絡お待ちしております ：℡027-352-9000　Fax027-353-1188

MRI・CT の検査ご予約承っております

診療科別 紹介受入患者様数（2017 年から 2019 年まで）
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・ ご家族に膵がんの方がいる方

・ 糖尿病や胆石症、 慢性膵炎の方

・ 超音波検査で、 胆のうや膵臓が見えにくい方

・ 膵臓疾患を心配されている方

・ 胆のう結石

・ 総胆管結石

・ 膵臓の嚢胞性病変

・ 膵がん

　MRCP は、 MRI 検査の中での 「水」 の情報を強調して抜き出した撮影方法です。 「水」 の中でも

特に胆汁や膵液を狙って情報を抜き出します。 超音波では見えにくい胆管や膵臓の病気発見に大き

く貢献します。

　検査時間は約20～30分程です。 当院では精検のみならず検診1次検査としても活用しております。

IPMN（膵管内乳頭粘液性腫瘍） 膵がん

MRCP
‐MR胆管膵管撮影‐

こんな方におすすめ

★MRCP 検査は造影剤を使用しませんが 食事制限 があります。
ご不明な点がございましたら一度当院まで、お問い合わせください。

発見される代表的な疾患
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1 月よりホームページをリニューアルいたしました。 情報を

より分かりやすくお伝えできるウェブサイトとなるよう、 レイ

アウトやデザインを改善いたしました。 本サイトを通じて、

皆様により美心会を知っていただければ幸いです。

はじめまして！これまで病棟で看護業務をして

まいりました。 退院支援看護師として、 経験を

活かし、 患者様 ・ ご家族様のサポートができる

よう精進してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

ホームページリニューアルのお知らせ

地域医療連携センター　新入職員のご紹介

田村 恵美：看護師

 

 

 
スマートフォン

からも見やすく

なりました！ 

 
域医療連携センターの

ページはこちらです！ 
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「くろさわ地域医療連携だより」の送付の必要性がない場合にはお手数ですが、下記に医療機関名をご記入

いただき、ＦＡＸにてご連絡ください。送付を中止させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　市　　　　　　　　町　　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　

黒沢病院
〒370-1203　高崎市矢中町 187

TEL：027-352-1166　FAX：027-352-7925

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
〒370-1203　高崎市矢中町 188

TEL：027-352-1111　FAX：027-353-1188

外来診療予定表
受付時間7:00～18:00　診療時間　午前：9:00～13:00　午後：15:00～18:00 2020年1月1日～

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

黒　澤 曲 黒　澤 小　倉 伊　藤 伊　藤

伊　藤 古谷/馬場 小　倉 馬　場 曲 小倉/曲

大　木 大　木 古　谷

小　倉 曲 伊　藤 小　倉 曲 古谷／大木

曲(排尿機能・予約制） 古　谷

中　島 中　島 大　森 中　島 中　島 小倉丈

木　幡

大　森 武　山 大　森 脳神経外科医師 大森/小倉/木幡脳神経外科医師

平　木 平　木 矢部（一般外科） 菊地(乳腺) 田　口 平　木

田口(11時30分まで) 栗原(乳腺・予約制) (第1・3・5水　10時まで） (11時30分まで) (11時30分まで)

伊部(呼吸器　第2・3・火） 出津（血管）
(11時30分まで) （第2・4水　１０時３０分まで）

平　木 遠藤敬 平木(第２・４水） 平　木 栗原(乳腺・予約制) 平　木

栗原(乳腺・予約制) (乳腺･予約制) 矢部（乳腺　第２・４水）
(第1,3金) 栗原(乳腺・予約制)

矢部（一般外科） 矢部（一般外科）

佐藤裕(循環器) 石　井 佐藤裕 11時まで 佐藤裕(循環器) 町田（予約制） 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 石　井 太田(12時まで) 松　本
上　野 上　野 錦戸(11時 30分まで) 松　本 高橋(循環器) 浅　香

直田（循環器） 浅　香 (12時まで) 山口(睡眠時 第１土）

(12時まで) 内科医師 内科医師
佐藤裕(循環器) 佐藤裕(循環器) 町　田 高　橋伸 上　野 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 堀口（肝臓） 内科医師 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 浅香（17時まで）

前野(睡眠時 第4土）

中村(整形･形成外科) 整形外科医師(第1土)

手術の為11時30分まで

牧口(整形･形成外科第４水） 米本(第2,3,5土)

中島（第4土）

整形外科医師

午前 神山(12時まで) 神山(11時～12時まで) 神山(12時まで) 神山(12時まで) 神山(11時～12時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前

午後 浅野目 浅野目 浅野目 浅野目

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

葭　葉 河　内 栗　原祐 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第2・4金) 齊　藤

代田（第２水のみ）

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 河内(16時～18時） 小　林充

葭　葉 代田（第２水のみ） 手術日（第２・４） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第2・4金) 齊　藤

　

午後

泌尿器科

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午後

整形外科

皮膚科

午後

内 科

外 科

午前

午前

午後

午前

午前

午後

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

木幡(脳血管）


