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第 39 回群馬脳卒中医療連携の会本会議開催のご報告
　日頃より大変お世話になっております。 当院は２０１４年 7 月に脳卒中センターを開設し 「群馬脳卒中医

療連携の会」 に 12 の計画管理病院 （黒沢病院 ・群馬大学医学部附属病院 ・前橋赤十字病院 ・高崎総

合医療センター ・藤岡総合病院 ・富岡総合病院 ・伊勢崎市民病院 ・太田記念病院 ・館林厚生病院 ・沼

田脳神経外科循環器科病院・桐生厚生総合病院・伊勢崎佐波医師会病院）の 1つとして参加しております。

毎年、 年 3 回本会議を開催しておりますが、 今回は当院がホスト及び発表を行いましたので、 ご報告させ

ていただきます。 脳卒中に関する知識向上及び連携病院と連携強化を行い、 当院脳卒中センターがより

地域の皆さまにお役に立てるよう努めて参ります。

　本会議の運営に関して連携病院の方々に大変ご協力いただき、 感謝申し上げます。

　脳卒中の患者は他の疾患と異なり、 一つの病院で治療が完結することは少なく、 回復期病院等に転院し

てリハビリを行い自宅に帰ります。 急性期病院から回復期病院へ転院する際に栄養障害を合併している場

合、 回復期入院中の ADL利得が低いとの報告もあり、 急性期で体重を落とさずに良い状態で回復期病院

へ送ることがよい地域連携にもつながるといわれています。 NST （栄養サポートチーム） は多職種で構成さ

れたチームで、 患者の栄養面をサポートしています。 以前 NST で現状を調査したところ、 転院時に入院

時の体重と比べ 10 ～ 15％の体重減少がある患者が多くいることがわかりました。 今回は 「体重減少を少し

でも少なくするための取り組みについて」 栄養士から、 「患者の食べるを支える取り組みについて」 言語聴

覚士からお話ししていただきました。 歯科医師としては、 歯の要因で嚥下機能に問題がなくても食上げがで

きない症例がいないように今後も週一度の SCU の回診で確認をしていきたいと思います。 また脳卒中の 30

～ 50％に嚥下障害がみられるといわれており、 嚥下機能検査を実施し、 患者に合わせた訓練や食事の提

案も重要な仕事であると思っています。 脳卒中患者は、 意識障害、 嚥下障害、 食欲不振等低栄養となる

要因は多く存在します。 患者の入院後の低栄養を予防するためには、 摂食機能療法チーム、 NST、 リハ

ビリスタッフ、 看護師など様々な視点で患者の状況を確認し、 見落としのないようにしていくことが大切です。

（河内医師）

　7 月 26 日 （火）　第 39 回群馬脳卒中医療連携の会本会議が開催されました。 新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため ZOOMでの開催となりましたが、 約 50 の医療機関及び施設の医師・看護師・リハビリスタッ

フ ・ ソーシャルワーカー ・事務など、 総勢約 250 名の方々が参加されました。

　特別講演として 「黒沢病院の栄養サポートチームの活動」 というテーマで当院歯科口腔外科医長河内

奈穂子医師、 管理栄養士田中湧巳職員、 言語聴覚士満島麻衣子職員よりお話しをさせていただきました。

特別講演～黒沢病院の栄養サポートチーム（NST）の活動～

講演内容一部抜粋

発表者；河内医師他黒澤理事長も視聴しました 座長：小倉脳卒中センター長
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

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


