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デイケアくろさわ（老健くろさわ通所リハビリテーション）

新たに1回70分の短時間リハビリテーションを開始
身体機能維持・COVID-19 感染対策としての短時間リハビリテーション

短時間リハビリテーションの対象者

デイケアくろさわの特徴　

ご案内・問い合わせ

　コロナ禍において、 社会全体が活動自粛の意識が高まっております。

その為、 リハビリテーションが必要な方々に於きましても感染予防の観

点から、 外出を自粛され不活発な生活により機能低下を生じていると考

えられます。 そのような方々にも安心して通っていただけるように、 デイ

ケアくろさわでは、 十分な感染対策と共に、 感染予防の観点から滞在

時間の短い 1 回 70 分という短時間リハビリテーションコースを開始いたし

ました。 生活スタイルに合わせて 1 日 4 コースを設定しております。

●要介護認定を受けている方

●COVID-19 感染予防への意識が高いが身体機能が低下傾向の方

●病院の外来リハビリを希望しているがご家族の送迎が難しい方

●身体機能維持の為に運動習慣の獲得が必要な方

●リハビリ希望はあるが、 他の利用者様との関わりや休憩する時間を好まない方

●1 日、 半日利用は考えてしまうが、 70 分と短ければ通えると考える方

●元気に生活出来ているが、 予防的に運動をおこないたい方　

【ご案内】　体験利用者様 ・ 新規ご利用者様を積極的にお受けしております。

　　　　　　体験利用　運動機能評価、 送迎、 食事を無料で体験いただけます。

【問い合わせ】　デイケアくろさわ （老健くろさわ 通所リハビリテーション）

高崎市中居町 3-19-2　TEL ： 027-352-0033　FAX ： 027-352-0079　　　

担当 ： 金井 ・ 三友 ・ 林

★積極的な機能改善

新規利用者様の 89.4％が、 利用開始 3 ヶ月で運動機能向上が見られております。

★男性利用率が高い

男性利用者率が全体の 45％と高い。

リハビリ機器を各種揃えリハビリテーションに取り組んでいる点が好評です。

★様々なコースの設定

1 日コース ・ AM コース ・ PM コース ・ 短時間コース （1 日 4 クール） と様々なニーズ

に対応いたします。
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第5回 美心会グループ学術大会がおこなわれました

2021 年 4 月からの　新・診療体制　

長い間お世話になりました糖尿病専門医の石井医師が 4 月よりドックの診察のみになります。 外来診療は群馬大

学糖尿病教室白川教授始め、 糖尿病専門医井上医師、 都野医師が担当させていただきます。 詳細は地連だ

より 4 月号にてお知らせいたします。 今まで以上に地域の先生方のお役に立てるよう努力して参ります。 該当の

患者様がいらっしゃいましたらご紹介いただければ幸いです。

2021 年 2 月 21 日 （日） 「第 5 回美心会グループ学術大会」 がおこなわ

れました。 コロナ禍の中でも医療、 福祉、 介護を持続的に継続し、 レベ

ルアップを目指して一人ひとりが努力したことを発表することができました。

幅広い領域から、 31 演題の発表がおこなわれ、 実行委員長を務める錦

戸 崇 内科医長が特別講演　「新型コロナウイルス感染症を考慮しての発熱

診察。 1 年を通じての課題と提案」 と題して講演いたしました。

≪新型コロナウイルス感染症対策に関するパネルディスカッション≫

錦戸実行委員長 ・ 伊藤院長 ・ 大森副院長を始め感染対策に関する発表者による新型コロナウイルス感染症に対す

る現状での課題 ・ 今後の対策等に関して討論がおこなわれました。

◎入退院支援センターでは 「救急車実績分析」 につい

て発表いたしました。 東消防署及びその分署からの搬送

が多いのが現状ですが、 30 ㎞近く離れた倉渕分署や児

玉消防からも多くの搬送があることが分かりました。

今後も多くの救急患者様の受入をおこない、 急性期病院

として責務を果たしていきたいと思います。

≪当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術 （LRP） の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ロボット支援手術に向けて～≫

限局性前立腺癌の手術法は鏡支下手術 （腹腔鏡手術・ロボット支援腹腔鏡手術）

が主流となっています。 当院では 2018 年より腹腔鏡手術を導入し、 腹腔鏡下前

立腺前摘除術の施設認定を取得し多数施行してきました。 今後のロボット導入を

見据えて当院の LRP 症例についての検討 ・ 発表をおこないました。

開会挨拶：大会会長　黒澤功

特別講演：実行委員長　錦戸崇

腹腔鏡部長　古谷洋介
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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 2021年2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 平　木 田　口 平　木

田口(11時まで) 栗原(乳腺・予約制) 菊地(乳腺) (11時まで) (10時まで）

矢島俊(呼吸器） (11時30分まで)
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 浅　香 松　本
町　田 太　田 堀口（肝臓） （17時まで） 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）

松　尾 米本(第2,3,5)

（９時～１２時） 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(11時まで) 皮膚科医師(11時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前 浅野目(11時３０分～） 浅野目(11時３０分～）

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

内 科

午後

整形外科
午前

形成外科

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

皮膚科

午前のみ

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後

午前


