
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

発行責任者：黒澤 功 

入退院支援センター　情報誌

2022年 

12月 
第190号 

救急搬送症例検討会 開催報告
　平素より大変お世話になっております。 今月は 「救急搬送患者様症例検討会」 のご報告をさせていただ

きます。 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。

第 24 回　2022 年 3 月 28 日　安中消防署・郷原分署・松井田分署（14 名）

第 25 回　2022 年 6 月 27 日　東消防署・群南分署・新町分署・南分署（16 名）

第 26 回　2022 年 8 月 29 日　北消防署・倉渕分署・群馬分署・榛名分署・箕郷分署（28 名）

第 27 回　2022 年 10 月 24 日　安中消防署・郷原分署・松井田分署（18 名）

（第 28 回　2023 年 3 月 13 日　中央消防署・西分署：予定）

2022 年 救急搬送患者様症例検討会

CT/MRI 画像を供覧しながらの大森副院長による説明

　2015 年 6 月 12 日 「第 1 回救急搬送患者様症例検討会」 以来、 毎年 4 回開催しており、 2022 年 10

月には第 27 回を開催いたしました。 高崎市等広域消防局の方々に消防署毎 （中央 ・ 東 ・ 北 ・ 安中） に

当院にお越しいただき、 当院からは医師 ・ 看護師 ・ 放射線技師 ・ 薬剤師 ・ 社会福祉士 ・ 事務等の職員

が参加します。 救急搬送された患者様の症例に対して初期対応の確認や治療の経過等、 画像を供覧し

ながら当院医師が説明をおこないます。 当院搬送事例以外について救急隊からの質問や、 当院職員から

救急隊への質問等、毎回活発な質疑応答がおこなわれます。 現在は脳神経外科が中心となっていますが、

透析患者様等、 他の疾患の症例検討会の開催のご要望もいただいております。 また、 高崎市等広域消

防局以外の消防署からもご依頼をいただいており、 今後も多くの消防局と症例検討会を開催し、 より円滑

な救急搬送を構築できるように取り組んで参ります。

 

事前に救急隊より多くの質問をいただいています
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　今年も、 地域医療機関、 介護事業所の皆様には大変お世話になりま

した。 来年も医師、 看護師を初め職員一同 地域の方々のお役に立て

る病院 ・ クリニックを目指して努力して参ります。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　11 月 3 日 （木） 「第 32 回ぐんまマラソン」 が

開催され、 法人グループ総勢 120 名で参加い

たしました。 昨年中止となったリバーサイドジョギ

ングの部 （4.3km） が復活し、 3 年ぶりとなる完

全開催となりました。

　当法人では、 過去最高となる 36 名がフルマラ

ソンに挑戦し、 32 名が完走しました。 当日は気

温が高く、 ランナーにとっては厳しい暑さとなり

ましたが、 大きなけがや不調者を出すことなく、

無事に参加を終えることができました。

　また、 今年は当法人オリジナルのウェアを新調

して大会に臨み、 以前にも増して他の出場者や

応援者からも声援を送っていただきました。 コロ

ナ禍において久しぶりのイベント参加となりました

が、 健康増進への取り組みとともに、 職員間の

親睦を深めるよい機会となりました。

2022年 12月 31日 (土) から 2023年 1月3日(火) は休診とさせていただきます。

診察予約、 CT/MR 予約等を承る事ができません。 ご迷惑をおかけして大変申し訳あ

りませんが、 宜しくお願い申し上げます。

急患は 黒沢病院 （TEL: 027-352-1166） にて診察いたします。

ぐんまマラソン

年末年始の休診のお知らせ

御礼

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　年末・年始休診のお知らせ

黒澤理事長もリバーサイドに出場

受付前のクリスマスツリー

新調したオリジナルウェア
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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11月8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

田口(11時まで) 平　木 尾   澤 田口(11時まで) 平　木

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(12時30分まで） 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 矢島（予約のみ） 白川(11時30分まで） 町   田 前野(睡眠時 第2）

錦　戸 阿　部 高橋(循環器) 内科医師
(11時まで)

山　岸 佐藤裕(循環器) 町　田 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 矢   島 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 矢　島 錦　戸 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、4，5）

櫻井（第2）

長谷川（第３）

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

井上（予約制11時まで） 金（予約制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） 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

　

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


