
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

発行責任者：黒澤 功 

入退院支援センター　情報誌

2021年 

8 月 
第174号 

新任医師紹介②
内分泌・糖尿病内科
白川 純（しらかわ じゅん）

　令和３年度より、 黒沢病院にて木曜日午前内科 （内分泌 ・糖尿病）

外来を担当させて頂いています。 これまで横浜市立大学内分泌 ・糖尿

病内科にて、 糖尿病や内分泌疾患を専門に病棟および外来診療にあ

たってきました。 縁あって、 令和２年９月より群馬へ参りました。

 

　糖尿病は、 血糖値を下げることだけが治療ではありません。 糖尿病治療の目標は、 血圧や脂質などを含め

た総合的なコントロールによって、 網膜症、 腎症、 心筋梗塞、 脳梗塞、 閉塞性動脈硬化症などの血管合併

症を防ぎ、 健康な人と変わらない人生を送っていただくことです。 さらに、 サルコペニア、 フレイル、 認知症、

悪性腫瘍といった高齢化で増加する併存症の予防や管理も、 糖尿病患者さんでは特に重要となります。 また

近年では、糖尿病の Stigma （スティグマ） が、世界中で注目されています。 Stigma とは、「烙印」 という意味で、

糖尿病患者さんが受ける社会的な不利益やいわれのない差別のことを指し、糖尿病に対する「ぜいたく病」や「早

死にする」 というような誤解や偏見により生じます。 糖尿病を理由に 「就職できない」 や 「糖尿病であることを

同僚に言い出せない」 などの Stigma を取り除くために、 医療者や学会、 行政によるサポートが必要です。 糖

尿病の最大のリスクは加齢であり、 年をとると誰でも糖尿病を発症しやすくなります。 また近年では様々な糖尿

病治療薬が増え、 今年も新たな機序の新薬が登場し選択肢は広がっています。 より早期から最適な治療や療

養指導を受けることが患者さんの予後を改善し、 地域連携が糖尿病診療においては極めて重要となります。 質

の高い医療を提供していけるよう密な連携を構築していければと存じます。

　一方、 内分泌疾患は一般診療で見逃されていることが多い疾患です。 肝機能異常、 コレステロール上昇、

認知症、 浮腫、 全身倦怠感や不定愁訴等で診られている患者さんの中にも一定の割合で甲状腺機能異常が

隠れています。 また、 高血圧の患者さんの中で原発性アルドステロン症が 10% 程度存在するとされており、 肥

満症や糖尿病では Cushing 症候群等の副腎疾患や下垂体疾患も考慮する必要があります。 身体所見や検査

から疑うことが第一歩となります。
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コロナ病棟開設　

医師紹介一覧

施行前

抗菌シートの床

陰圧装置病棟の境界に壁を設置

白川 純　( しらかわ じゅん）　

外来診療日

【現職】群馬大学　生体調節研究所　教授

【出身大学】筑波大学（平成１８年卒）

【主な資格】内科専門医・研修指導医、糖尿病専門医・

指導医、内分泌専門医・指導医、糖尿病療養指導医

【現職】群馬大学　生体調節研究所　助教

【出身大学】横浜市立大学（平成 24 年卒）

【主な資格】糖尿病専門医・内分泌専門医

井上 亮太（いのうえ りょうた）

　同じく 4 月から、 火曜日午前にも、 井上亮太医師が内分泌 ・糖尿病を専門に内科を担当しております。

少しでも地域にお役に立てるよう、 黒沢病院での内分泌 ・糖尿病診療を充実させていきたいと考えております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

　5 月 11 日に群馬県と高崎市の要請により、 コロナ専用病棟を開設しました。 さらに 6月 1日には 2床増床し、

12 床となりました。 半月間の工事で病棟内のエリア分けを行い、 床の絨毯は撤去し抗菌シートに張り替え全室

陰圧設備を整えました。 8 月 1 日現在、 受入れ患者様は合計 24 名となりました。

　黒沢病院及びヘルスパーククリニックの常勤医師 ・専門外来一覧を作成いたしました。 ご紹介いただける際、

ご参考にしていただけると幸いです。

 火 木 
  午前（9：00～13：00） 井上 白川 

 

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 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
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循環器外来

糖尿病外来

乳腺外来

肝臓外来

消化器内科

呼吸器外科

無呼吸外来

禁煙外来

整形･リウマチ科

セカンドオピニオン外来

男性更年期障害

排尿機能障害

脳血管外来

インプラント

佐藤裕高橋  ・山岸・徹

白川・井上

栗原･遠藤敬・菊地

堀口

太田

矢島俊・中澤

町田・松本・前野・山口

黒澤・町田・松本

米本

伊藤・古谷・栗原

黒澤

曲

木幡

重原

専門外来

泌尿器科

内　科

脳神経外科
佐藤 裕一

（ヘルスパーククリニック院長）

矢島 義昭 町田 優

小林 充典

栗原 照昌

木幡 一磨

田口 正毅 小林 勇治 平木 修一

松本 健

大森 重宏

小倉 治之 曲 友弘 古谷 洋介 馬場 恭子

中島 まゆ 小林 広樹武山 英美小倉 丈司 河内 奈穂子

浅香 有紀 上野 亜矢 高橋 徹 山岸 高宏 大木 麗

浅野目 和広 岸 東彦酒井 英明

久保 和宏

婦人科

外　科

（理事長）

黒澤 功
（黒沢病院 院長）

伊藤 一人
（理事長補佐）

大木 亮

太田 英孝 錦戸 崇

歯科・歯科口腔外科

麻酔科

Tel:027-352-1166
Fax:027-352-7925

Tel:027-352-1111
Fax:027-353-1188
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