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2022 年紹介実績のご報告
　日頃より大変お世話になっております。 2022 年にご紹介いただいきました患者様の診療科別実績を報告

させていただきます。 昨年も多くの患者様をご紹介いただき地域の先生方をはじめ、 介護事業所の皆さま

には深謝申し上げます。 本年もさらに地域の先生方のお役にたてるよう努力して参ります。

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

MRI・CT の検査ご予約承っております

TEL. 027-352-9000　FAX. 027-353-1188
担当：須賀　浦野　内田　追川

≪予約方法≫
1.　CT ・ MRI の検査部位、 検査方法 （造影の有無） ・ 患者様情報 （氏名 ・ 生年月日） を電話にて

　　お伝えください。

2.　撮影の日時 （10 日以内） を決め、 予約票 を FAX いたします。

3.　「診察申込書」 にご記入いただき、 患者様情報を FAX ください。

4.　読影レポートは完成後翌日に発送いたします。 （お急ぎの場合は FAX いたします）

5.　画像は撮影当日、 ご本人様に CD-R にてお渡しいたします。

ご連絡お待ちしております。
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血管撮影装置の新規導入のご紹介

◎装置にはバイプレーンシステムを有し正面 FD20 インチ、側面 15 インチのフラットパネルディテクタを搭載。

さらにPHILIPS社独自のClarityIQ technologyを使用し、大幅な被ばくの低減と高画質の両方を実現します。

2022 年 11 月に新たに血管撮影装置（PHILIPS 社製 Azurion）を導入しました

左内径動脈造影（正面像） 左内径動脈造影（側面像）

 

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　1月号



◎血管撮影装置には SmartCT （コーンビーム CT 撮影機能） を搭載し、 通常の撮影では描出の難しい穿

通枝等の微細な血管や、 X 線感度の低い頭蓋内ステントなどのデバイスを明瞭に描出することが出来ます。

最新の機器を用い良質な画像を医師へ提供できるのはもちろん、 被ばく低減にも取り組み検査をおこなっ

ております。

脳神経外科は24時間365日救急患者様の対応をおこなっております。 該当患者様がいらっ
しゃいましたらご連絡ください。
また、 脳神経外科医師に直接繋がるホットライン（027-345-5001）もご活用ください。

微細血管 頭蓋内ステント　

 

脳実質描出

 

内径動脈狭窄 頸動脈ステント 動脈瘤コイル塞栓術

　椎骨動脈瘤
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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


