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脳卒中センター治療実績のご紹介

黒沢病院　脳卒中センターの特徴　

脳神経外科的手術症例数

日頃より大変お世話になっております。 2014 年 7 月に黒沢病院３階に脳卒中センターを開設してから 7 年が経

過します。 多くの患者様のご紹介、 転院等のご協力、 誠にありがとうございます。 当院脳卒中センターの特徴

と受け入れ実績についてご紹介させていただきます。

2020 年 1 月～ 12 月の脳神経外

科的手術症例総数は 229 件でし

た。 手術も 24 時間 365 日対応

可能です。

①埼玉医科大学国際医療センターと連携し脳外科医が 24 時間 365 日、 救急の時には何時でも直接つながる

　　PHS を持っている為、 迅速な救急患者の受け入れが可能です。

②開頭、 血管内治療いずれも常時可能で、 安全確実な治療法が選択できます。

③最新の手術、 モニタリング機器を備え、 高難度症例も大学からの技術支援下に対応可能です。

④多職種とのカンファレンスにて、 安全な急性期リハビリテーションを開始、 継続できます。

⑤老健施設や地域包括病床の活用、 医療連携により常に受け入れ病床の確保が可能です。

⑥他科との密接な連携により、 肺炎等合併症の治療も効果的に行うことが出来ております。

泌尿器科の全面協力のもと、 排尿ケアにも力をいれております。

 
総　　　　数 229

脳腫瘍：摘出術 7
脳腫瘍：その他 1
脳血管障害：破裂動脈瘤 21
脳血管障害：未破裂動脈瘤 1
脳血管障害：頚動脈内膜剥離術 3
脳血管障害：バイパス手術 1
脳血管障害：高血圧性脳内出血（開頭血腫除去術） 16
脳血管障害：その他 5
外傷：急性硬膜下血腫 3
外傷：慢性硬膜下血腫 43
水頭症：脳室シャント術 3
水頭症：その他 15
血管内手術：動脈瘤塞栓術（破裂動脈瘤） 6
血管内手術：動脈瘤塞栓術（未破裂動脈瘤） 5
血管内手術：閉塞性脳血管障害の総数 47
血管内手術：（上記のうちステント使用例） 20
血管内手術：その他 27
上記分類すべてに当てはまらない症例 5

脳神経外科的手術症例数（2020年1月～12月）
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脳神経外科受入患者様数

救急搬送症例検討会　開催報告

電気設備点検の為、休診のお知らせ

2020 年、 脳神経外科の総入院患者様数は 948 名、 延入

院患者様 19,803 名、 外来患者様は 16,207 名でした。

救急搬送は一般救急車による脳卒中患者様は 217 名、ホッ

トラインによる搬送は 245 名でした。 特にホットラインによる

受入は搬送から治療までの時間が大変短いと評価していた

だき、 年々、 遠方からの救急車の搬送も増加しております。

（左図 ：一般救急とホットラインの月別割合）

高崎市等広域消防局の救急隊の方々と年 4 回、 症例検討会を行っております。 搬送された患者様の症例を振り

返り初期対応の確認や経過報告、 さらに質疑応答の時間を設け、 より円滑な救急患者様の受入の実現に取り組

んでおります。

今まで以上に地域の先生方のお役にたてるよう職員一同、 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。

黒沢病院および黒沢病院附属ヘルスパーククリニックの電気設備の法定点検を下記日程で行い

ます。 停電時間中は緊急の患者様を受入れることができません。 ご了承 ・ ご協力よろしくお願

い申し上げます。

2021 年 5 月 9 日（日）午前 8時 00 分～午後 1時
※なお、 重症の患者様は前日 （8 日） 午後 8時以降の受入はできません。

脳卒中ホットライン　☎０２７-３４５－５００１
２４時間３６５日脳神経外科医が直接対応いたします。

脳卒中の症状、疑いのある患者様がいらっしゃいましたら直ぐにご連絡ください。
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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4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)

呼吸器(11時30分まで)
(10時30分まで)

出津（血管）

矢島俊(第1・3・5） （第2・4　１０時３０分まで）

中澤　(第2・4）

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)

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 松　本 町田（予約制） 松　本

井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 太　田 高橋(循環器) 山口(睡眠時 第１）

浅　香 白　川 (11時まで) 内科医師
阿　部

山　岸 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 町　田 上　野 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

前野(睡眠時 第4）

青木（第1） 牧口(第４）
正田（第２・３・５）

（11時30分まで）

森（第4）

松　尾 米本(第2,3,5)

整形外科医師(第1・4)

松　尾 岡邨(第2,3,5土)

整形外科医師(第1・4)

午前 金(第２・４　予約制11時まで) 岡(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～） 岸 酒　井 浅野目(11時３０分～） 酒井(11時３０分～）

午後 浅野目 岸 酒　井 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）酒井（第2・4）

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

葭　葉 河　内 栗　原祐 齊　藤 高　松

代田（第２のみ） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4)

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 齊　藤 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) 高　松

　

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 午前のみ

午前

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

皮膚科

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後


