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新型コロナウイルスワクチン接種

当院の新型コロナウイルスワクチン接種の体制

① 受付 ②医師による問診

③ 接種 ④ 経過観察 接種後経過観察の為、院内にて 15 分～ 30 分
待機していただきます。

日頃より大変お世話になっております。 黒沢病院では、 3 月より新型コロナウイルスワクチンの接種を開始しまし

た。 当院職員、 院外の医療従事者の方々、 そして高崎市を中心とした高齢者の接種も始まりました。 5 月末

までに延べ約 3,000 件の接種を実施いたしました。 また、 国から高齢者の接種を 7 月中に終了するよう要請が

あり、 当院としても全職員で取り組み、 協力していく予定です。

当院は、 感染拡大防止の為、 ～ 1 日でも早く ・ 1 人でも多くに PCR 検査～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ 1 日でも早く ・ １人でも多くにワクチン接種～　を実施します。

平日は 120 名、 日曜日は 600 名の方の接種が行える体制作りをおこない、 実施しております。
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当院で実施した新型コロナウイルスに対するワクチン接種の効果の実証

新型コロナウイルスのワクチン接種の効果（定性評価）

新型コロナウイルスのワクチン接種の効果（定量評価）

～大切なお知らせ～

＜創立記念日に伴う黒沢病院附属ヘルスパーククリニック休診について＞

まことに勝手ながら、 2021 年 6 月 12 日 ( 土 ) は当院の創立記念日のため休診とさせていただきます。

この日につきましては、 診察予約、CT/MR 予約などを承る事が出来ません。救急の患者様は黒沢病院にて

診察いたします。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、 ご理解 ・ ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

3 月 ・ 4 月に当院の職員に対して実施した新型コロナウイルスワクチン接種の抗体に関しての検査を行いました。

その結果、 抗体がしっかり作られていることが確認できました。

ワクチンを接種すると体の中で新型コロナウイルスを攻撃する抗体がつくられます。 接種していない 3 人には見ら

れないこの抗体が接種した 3 人でははっきり見えます。

ワクチン接種していない 5 人と接種した 32 人の抗

体価を調べました。 接種した人の抗体価は、 基準

値の 9 倍以上で新型コロナ感染者 2 名の抗体価よ

りも高値でした。

新型コロナウイルス IℊM ・ IℊG 定性検査

【ワクチン未接種の人】　　　　　　【ワクチン接種した人】

新型コロナ
ウイルスに
対する抗体
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 副反応 (+)  副反応 (+)  副反応 (-)

接種後の副反応があった人も無かった人も、

抗体は作られています

新型コロナウイルス IℊG 定量検査



「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6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 田　中 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


