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形成外科診療のご案内

～担当医の紹介～

　今月は当院形成外科の診療体制についてご案内いたします。 毎週火曜日、 及び第 4 水曜日に群

馬大学医学部附属病院より形成外科の先生にお越しいただき診療をおこなっています。 当院での診療

や担当医のご紹介をさせていただきます。 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。

　形成外科は形態に関する疾患および創傷の治療を専門とする基本診療科です。 外

傷や手術により生じた組織欠損や変形、 生まれつきの体表形態の異常などを治療対

象とし、 みなさまの生活の質 “Quality of Life”、 社会学的生命の向上に貢献する外科

系の専門領域です。 当院で現在、 実際に治療をおこなっている主な疾患としては、

外傷後の傷、 傷跡やケロイドの治療、 粉瘤や母斑など、 体表面に生じた良性皮膚皮

下腫瘍などです。 小さなものであれば、当院で粉瘤や母斑などの日帰り手術もおこなっ

ています。 また外傷後の大きな欠損や変形、 熱傷やケガ、 傷痕やケロイド、 鼻骨骨

折や頬骨骨折、 眼窩底骨折などの顔面骨骨折、 褥瘡、 糖尿病性足壊疽、 虚血性足

潰瘍、 放射性潰瘍などの難治性潰瘍、 顔面神経麻痺による変形、 先天性耳介変形

や先天性 ・ 後天性眼瞼下垂、 大きな良性皮膚皮下腫瘍など、 全身麻酔での手術加

療が必要な場合は群馬大学医学部附属病院形成外科との連携をおこなっています。

　形成外科治療の目的は整容面 （見た目） だけを改善させることではなく、 機能面も同時に向上させることです。

例えば眼の周囲に外傷を受傷した場合や関節部にやけどが生じた場合、 傷跡などの整容面の低下と共に、 ひき

つれによる眼の開けづらさ、 関節の動かしづらさ等、 機能面での低下も同時に生じます。 このような症例に対し

ては、 傷跡を切除してきれいにすると共に、 皮弁形成術 ・ 植皮術などの再建術をおこなうことで整容面の改善と

同時に機能面の改善を目指します。群馬県内において、形成外科医がいる病院の数はまだまだ少ない状況です。

小さな傷跡や皮膚腫瘍から、 全身麻酔を要する大きな疾患まで、 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック形成外科

外来が、 形成外科医師の治療を必要とする地域の方々への窓口となることを目指します。

　令和 2 年度より黒沢病院附属ヘルスパーククリニックに勤務しております。 形成外科外来は

週 1 回 ( 第 4 週のみ週 2 回 ) が外来日であり、 私を含め群馬大学医学部附属病院形成外科

所属医師が交代制で診療をおこなっています。 局所麻酔の日帰り手術から、傷跡の治療など、

地域のお役に立てるよう精進して参ります。

牧口 貴哉
群馬大学医学部附属病院教授

正田 晃基
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ラ・ヴィオラ中居　リニューアルオープンのお知らせ

メディカルフィットネス＆スパ ヴァレオプロ リニューアルオープン

現在 空きがございます。ご希望の方はお問合せください。

詳しくは同封のチラシ、またはホームページをご覧ください

＜ラ・ヴィオラ中居　問合せ先＞

TEL　027-352-8855　( 担当：露木・半田 )
随時見学受付をおこなっています。入居には要件があります。

　ラ ・ヴィオラ中居は、 ヘルパーステーションを併設したサービス付

き高齢者向け住宅です。 サービス内容としては、 食事提供、 生

活相談、 安否確認、 健康管理をおこないます。 対象は概ね 60

歳以上の方で自立から介護2の方です。 施設内には24時間スタッ

フが配備され、 黒沢病院、 ヘルスパーククリニックとの連携により、

入居者様の緊急時にも万全の対応ができる体制を整えておりま

す。 介護サービスが必要な方は、 別途事業所と個人契約の上ご

利用可能です。 （介護保険サービス等）

　15 室 （内 1 室は夫婦部屋） の居室にはトイレ、 洗面、 収納設備があり快適にお過ごしいただけるよ

うな住環境を提供いたします。

　2009 年 7 月にオープンいたしましたヴァレオプロは地域の皆様に

ご利用いただき14年目を迎えました。 この度、全マシンの入れ替え、

全浴室の改装を終え、 7 月 10 日にリニューアルオープンすることと

なり、 ７月 10 ～ 8 月 31 日までリニューアルオープン記念キャンペー

ンをおこないます。

　また、8 月 28 日（日）10：00 ～ 14：00「ヴァレオプロ体験イベント」（無

料 ・ 予約不要） を実施いたします。 地域の皆様の健康増進により

一層貢献できましたら幸いです。

外観

居室

ホール
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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

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7月1日～

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 ◎ ◎

午後

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(11時30分まで） 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 矢　島 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 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(12時～） 岸（予約のみ） 酒　井 浅野目(12時～）

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

佐　藤 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

佐　藤 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

理事長

　

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

外来診療予定表


