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新任医師紹介③
外科　尾澤 正俊

（おざわ　まさとし）

　 　令和 3 年 9 月より黒沢病院外科に加わりました尾澤正俊です。 そ

れまでは高崎市綿貫町の昭和病院外科におりまして、 退職時は院

長をしていました。 高崎市医師会の先生方をはじめ、 地域の関係

者の方々には大変お世話になり、 誠にありがとうございました。

『群馬大学第 2外科』

　私は昭和 47 年に群馬大学医学部を卒業、 すぐに群馬大学第 2外科に入局しました。 第 2外科では、 心臓・

血管や肺の胸部外科部内、 乳腺・甲状腺など内分泌外科部内、 消化器外科部内の 3つで診療していまして、

3 部内をローテーションしながら外科全般を身につけて行くというシステムでした。 やがて自分の専攻を決めてい

きますが、 私は消化器外科チームに入りました。 関連病院に出向すると、 医師の数も少なく、 他の科の手伝

いに狩り出されることも多くありました。 婦人科手術の助手は、 外科手術にも非常に役立ちました。 分娩にも数

多く立ち会い赤ん坊もとりあげましたし、 上手に産ませるコツは覚えました。 整形外科副部長と自称していた時

もあります。 多くの先生方と知り会えたことが、 自分の財産であると思っています。

『昭和病院外科』

　昭和55年昭和病院開設と同時に外科医として入職しました。以来40年余となりました。外科手術後の方には、

抗がん剤や消化剤の処方、 食事 ・生活などの指導をしますが、 高血圧や糖尿病の方に一緒に薬を出してほし

いと多々頼まれます。 外科の他に内科や整形外科へ回るのは大変だということで薬の処方が増えました。 外科

が治った後でも、 今までの高血圧や糖尿病の治療を続けてほしいということで、 変な内科医が誕生する次第で

す。 専門の先生方に叱られないか心配しながらやっていました。

『かかりつけ医 ・ ホームドクター』

　長く昭和病院にいましたので、長い付き合いになる患者さんもいますし、親子 2代・3 代にわたる家族もいます。

最近は外科医より、 ホームドクターの役割が多くなりました。 「調子が悪いので、 とりあえず先生のところに相談

に来ました」 とりあえず医になっています。

『黒沢病院とりあえず医』

　今般、昭和病院退職となり、縁あって黒沢病院外科で仕事をさせていただくことになりましたが、かかりつけ医・

ホームドクター、 とりあえず医を続けていくのがこれからの私の仕事かと思っています。 よろしくお願い申し上げ

ます。

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　9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9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 尾　澤 尾　澤 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) 尾　澤

呼吸器(10時まで)
(10時30分まで)

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 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) 前野(睡眠時 第2）

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）

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


