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整形外科診療のご案内

整形外科の診療体制

～担当医の紹介～

米本　由木夫
専門：
リウマチ
骨粗鬆症
関節外科

松尾　亮平
専門：
関節外科　
骨粗鬆症
外傷

須藤　貴仁
専門：
リウマチ
骨粗鬆症
関節外科

岡邨　興一
専門：
リウマチ
骨粗鬆症
関節外科

 月 火 水 木 金 土 

午前（9：00～13：00） 
 

岡邨  松尾  米本（第 1.3.5）岡邨（第 2.4） 

午後（15：00～18：00）  
須藤  松尾  整形外科医師 

 

　今月は当院整形外科の診療体制についてご案内いたします。 本年 4 月より火曜日の診療を増やして

新たに火 ・木 ・土の整形外科診療をいたします。 当院での診療や担当医の専門分野をご紹介いたし

ます。 ご紹介いただく際の一助となれば幸いです。 より一層地域のみなさまのご期待に添えるように努

めて参りますので、 引き続きご指導 ・ ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

よねもと　ゆきお

まつお　りょうへい すとう　たかひと

おかむら　こういち
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Wi-Fi のご案内

小木　麻里 藤沢　拓真
育児休暇明けで病棟から異
動になりました。不慣れな
点が多いですが精一杯努め
させていただきます。よろ
しくお願いいたします。

職員異動のご紹介

電気設備点検による休診のお知らせ

2022 年 5月 8日（日）午前 8時～午後 1時

4 月より老健くろさわから異
動してきました藤沢と申し
ます。各医療機関様との連
携が円滑に進められるよう
努めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

おぎ　まり ふじさわ　たくま

Wi-Fi は下記エリアにてご利用いただけます。 　　　　　　　　　　　　

【黒沢病院】

以前よりコミュニケーションルームにて Wi-Fi をご利用いただいてお

りましたが、 多くの患者様からご要望をいただき、 昨年 11 月より

各病室でも利用可能になりました。

2F　透析センター ・待合ホール

3Ｆ　ＳＵ個室、 多床室、ＳＣＵ個室、 コミュニケーションルーム

4Ｆ　個室、 多床室、 コミュニケーションルーム

5Ｆ　個室、 多床室、 コミュニケーションルーム

6Ｆ　個室、 多床室、 コミュニケーションルーム

【黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　】

カフェ ・ オリーブ

4月より入退院支援センターに2名の職員が配属になりました。連携及び退院支援で皆さまにお世話になります。

ご指導 ・ ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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
でおこないます。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。

※なお、重症の患者様は前日（7日）午後8時から8日午後1時まで受入はできません。
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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 2022年4月5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 田口(11時まで) 平　木

田口(11時まで) 呼吸器(10時30まで)
(第1・3・5　11時まで）

尾　澤
永島(第1・3・5） 出津（血管）
成澤(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 尾澤（第２・４・５） 平　木

尾　澤

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 太　田 松　本 松　本

矢島（予約のみ） 井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 白　川 町田（予約制１２時まで） 前野(睡眠時 第2）

浅　香 阿　部 高橋(循環器) 内科医師
矢島（予約のみ） (11時まで)

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）

矢島（予約のみ） 矢島（予約のみ） 齋　藤

午前 尾　澤 菊地(10時30分まで)

午後 遠藤敬(予約制) 尾澤(第1・3) 尾　澤

形成（11時30分まで） 牧口(第４）
正田（第1）

櫻井（第2）

長谷川（第３）

森（第4・5）

岡邨 松　尾 米本(第1,3,5)

岡邨(第2,4)

須藤 松　尾 整形外科医師

金（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（11時30分～） 酒　井（10時30分迄） 浅野目(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

整形外科
午前

形成外科 午前のみ

午前

乳腺外科

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

午前

皮膚科

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後

午後

内 科


