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あけましておめでとうございます
　日頃より、 黒沢病院ならびに、 医療法人社団美心会グループに対しまし

て格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

　当院は、 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、 2020 年２月に発熱外来を

開始してから、 これまで約 12,000 人にＰＣＲ検査を行い、 約 600 人の陽性

患者を確認しました。 昨年３月からは、 ワクチン接種を始め、 最大平日

400 人、 日曜日 1,000 人、 合計 30,000 人の接種を行いました。 2021 年

12 月 9 日より当院職員の３回目接種を開始しました。 ワクチンの供給があれ

ば、　１日でも早く、 一人でも多くの人が打てるよう、 体制を整えました。

　行政からの再三の要望により昨年５月からコロナ専用病床 10 床を開設し、 100 人を超える中等症

までの患者様を受け入れてきました。 その後も群馬県及び高崎市の要請により、 6 月 12 床、 10 月

13 床、 11 月 16 床に増床して、 現在は西毛地域の民間病院で最多の 16 床にしました。 また、 コ

ロナ病床は全室陰圧個室、 前室も陰圧にし、 深紫外線 LED 殺菌装置を完備しております。 更に

看護師はリモートで全病棟をモニターで監視し、 患者様とは電話で状態確認等を行い、 病室へ行く

のは処置の時だけで良いようにしてある事もあり、 当院の看護師は率先してコロナ病棟勤務に手を挙

げてくれ、 ３班に分かれて２カ月ごとの交代制で対応してきました。 満床になったときもありましたが、

疲弊せずに看護に当たっています。

　コロナ禍であっても、 当院では平常時と同じように診療を継続し、 年間 3,000 件以上の救急車を

受け入れ、 「断らない医療」 を目指しています。 早期発見、 適切治療につなげるために、 人間ドッ

クにも力を入れています。

　美心会グループでは、 予防医療から急性期医療、 介護、 福祉、 訪問診療といった地域包括ケ

アシステムが完成しています。 地域の皆様が安心して暮らせる環境を提供しています。

　また、 職員の健康対策をしている法人として全国の全企業の中から上位 50 番以内に認証され、

東京以北の医療機関で唯一 「健康経営優良法人ホワイト５００」 に認定されています。 地域の方々

はもちろん、 職員の健康を守りながら、 コロナに打ち勝つまで、 職員一丸となって頑張っていきます。

本年もより充実した体制を整え当グループが更に皆様のお役に立てるよう最善の努力をいたします。

　本年もご指導、 ご協力の程、 どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

  

医療法人社団美心会　理事長　黒澤 功

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　1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 2022年1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

大　森 武　山 脳神経外科医師 塚　越 脳神経外科医師 脳神経外科医師

平　木 平　木 尾　澤 菊地(乳腺) 田　口 平　木

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

呼吸器(10時30まで) 尾　澤
矢島俊(第1・3・5） 出津（血管）
中澤　(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 栗原(乳腺・予約第1・3) 平　木

栗原(乳腺・予約制) 遠藤敬(乳腺･予約制) 尾　澤 尾　澤 栗原(乳腺・予約制)

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 町田（予約制） 松　本

井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 高橋(循環器) 前野(睡眠時 第2）

浅　香 (11時まで) 内科医師

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）

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)

栗原（第1・3・5予約制
11時まで） 岡(11時まで)

金(第２・４　予約制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

高　松 河　内 葭　葉 齊　藤 田　中

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

高　松 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

　

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

午前

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後

佐藤裕 ( 循環器 )

太　田

白　川

阿　部
松　本


