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～新型コロナウイルス感染症対策について～
発熱外来

オンライン面会

オンライン面会

オンライン面会をしている様子

A・B・C・Dと 4診察室 診察室内の様子

病院の東駐車場にコンテナ診察室４部屋を設置し、 11 月 30 日より運用開始しました。

発熱外来用コンテナ診察室 4 室を設置し、 多くの地域の発熱患者様をお受けできるよう体制を整えました。

事前予約が必要となっておりますので、 患者様には必ずお電話にてご予約していただきますようご案内をお

願いいたします。 TEL：027-352-1111

なお、 年末年始 （12/31 ～ 1/3） も毎日発熱外来をおこないます。

11 月 28 日 （土） より 「警戒度３」 になり群馬県の指示にて面会禁止といたしました。

10 月より運用開始しました 「オンライン面会」 のご利用をお願いいたします。

病院の面会室へお越しいただいたご家

族様と病室の患者様がタブレット端末

を使用して面会していただけます。

・1回あたり面会時間 15 分

・1組親族の方のみ 3名様まで

医療法人社団美心会 
黒沢病院・黒沢病院附属ヘルスパーククリニック くろさわ地域医療連携だより　12 月号



今年は新型コロナウイルス感染症対策の為、 多くのイベントを中止せざるを得ない状況でした。

11 月 24 日より院内 2 か所にクリスマスツリーを飾りました。 また、 12 月 1 日より敷地内にイルミネーションを

設置し、 少しでも地域の方々の気持ちが明るくなればという思いを込めて毎日点灯しております。

クリスマスツリー＆イルミネーション

外来診療　年末・年始の休診日のお知らせ

2020 年 12 月 31 日（木）～ 2021 年 1 月 3 日（日）ヘルスパーククリニックは休診とさせていただきます。

診察予約、 CT/MR 予約等を承る事が出来ません。 ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、 よろしくお

願い申し上げます。

なお、 急患は黒沢病院（TEL：027-352-1166）にて診察いたします。

また、 発熱外来も年末年始は毎日おこないます。 お電話にてお問合せください。

ご挨拶

今年も、地域医療機関、介護事業所の皆様には大変お世話になりました。来年も医師、看護師
を含め職員一同 地域の方々のお役に立てる病院・クリニックを目指して努力して参ります。
今後ともご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

黒沢病院受付前のクリスマスツリー

ヘルスパーククリニックのイルミネーション

カーサ・デ・ヴェルデ黒沢のイルミネーション

医療法人社団美心会 
黒沢病院・黒沢病院附属ヘルスパーククリニック くろさわ地域医療連携だより　8月号



「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8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 脳神経外科医師 大　森 脳神経外科医師 脳神経外科医師

木幡(脳血管・予約制）

平　木 平　木 菊地(乳腺) 田　口 平　木

田口(11時まで) 栗原(乳腺・予約制)
(11時30分まで) (11時まで) (10時まで）

矢島俊(呼吸器） 出津（血管）
(11時30分まで)

（第2・4　１０時３０分まで）

平　木 遠藤敬 平木(第２・４） 平　木 栗原(乳腺・予約制) 平　木

栗原(乳腺・予約制) (乳腺･予約制) (第1・3) 栗原(乳腺・予約制)

佐藤裕(循環器) 石　井 佐藤裕（11時まで） 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 石　井 町田（予約制） 松　本

松　本 浅　香 太　田 松　本 高橋(循環器) 錦戸/町田

上　野 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 太　田 (11時まで) 山口(睡眠時 第１）

浅　香 阿　部 内科医師
佐藤裕(循環器) 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

山　岸 松　本 町　田 平賀（糖尿病） 上　野 松　本
町　田 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

(一般・睡眠時） 前野(睡眠時 第4）

中村（第1・3・5）

正田（第２・４）
（11時30分まで）

牧口(第４）

米本(第2,3,5)

整形外科医師(第1・4)

岡邨(第2,3,5土)

整形外科医師(第1・4)

午前 皮膚科医師(12時まで) 皮膚科医師(12時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前

午後 浅野目 岸 浅野目 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）

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4) 齊　藤

代田（第２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のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 齊　藤

　

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午前

午後

整形外科
午前

午後

泌尿器科

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

午後

午前

午前

午後

内 科

外 科

皮膚科

午後

形成外科 午前のみ


