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第 13 回高崎市救急医療研究会開催のご報告
　日頃より大変お世話になっております。 1 月 30 日に 「第 13 回高崎市救急医療研究会」 が高崎市総合

保健センターにて開催されました。 コロナ禍で 2 年延期後の開催となり、 会場と Web でのハイブリッド形式

での開催となりました。 会場は医師 24 名、 行政 （保健医療総務課） 2 名、 消防局職員 8 名、 病院関係

12 名の計 45 名、 Web 参加は、 高崎市等広域消防局 （1 局 4 署 10 分署）、 計 90 名以上の参加でした。

今回は当院が当番幹事病院を承り、 総合司会及び脳神経外科による 2 演題の発表を行いました。 脳卒

中に関する情報共有及び救急隊との連携強化を図り、 これを機にさらに救急医療体制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。

　当会議の運営に関して医師会の先生方 ・事務局及び高崎市等広域消防局の方々に大変ご協力いただ

き、 感謝申し上げます。

講演内容　

≪第 1部≫
①「第 30 回全国救急隊員シンポジウム開催への軌跡」　消防局救急課　救急管理係　藤巻勇氏

令和 4 年 1 月 27 日 （木） ・ 28 日 （金） に G メッセで開催されました全国救急隊員シンポジウムの開催ま

での流れ及び運営計画についてご講演いただきました。 会場開催での準備を進めていたところ新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴い開催 15 日前に Web 開催に変更になり苦慮しました。 しかし、 2 日間で延べ

25,217 アクセス数があり全国の多くに方に視聴していただきました。

②「新型コロナウイルス感染症に対する当消防局の取り

組み」　消防局救急課　救急指導係　斎藤孝一郎氏

感染防止対策のマニュアル作成 ・研修の実施等の感染対策

の取り組みの紹介がありました。 また、 救急搬送困難事案

の分析データから救急車の適正利用についての広報活動の

紹介がありました。

③「日勤救急隊の創設と運用について」　消防局救急課　救急救命係　伊藤真吏佳氏

令和 3 年 4 月に創設された消防局救急課救急救命係 （日勤救急隊） とは、 平日昼間の時間帯のみに出

動する救急隊です。 この日勤救急隊についての創設の経緯や運用及び今までの出動件数の発表がありま

した。 （令和 3年 ： 409 件、 令和 4年 （12 月 28 日まで） 402 件）

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　3月号



　近年病気や高齢によって尿漏れパッドやおむつを使用する人が安心して外出

できるよう、 男性用トイレに 「サニタリーボックス」 を設置する動きが全国的に広

がっています。

　当院でも外来 ・健診の男性用個室トイレ 11 箇所に 「サニタリーボックス」 を

設置しました。 次のような理由で尿漏れパッドを利用している男性患者様も人

目を気にせず処理していただくことができます。

≪第 2部≫
①「脳卒中急性期の血管内治療」　黒沢病院脳神経外科　塚越瑛介医師

血管内治療の手術に関して手術動画を交えて紹介しました。 血管内治療の適応はどんどん拡大している

が、 血管内治療の施行率は低いのが現状です。 「“ELVO　Screen” は有用なので陽性の方がいたら当院

へ搬送してください」 と救急隊にアピールしました。

②「黒沢病院脳卒中センターの地域における取り組みとこれからの展望」

　黒沢病院脳卒中センター長　小倉丈司医師

当院脳卒中センターの紹介、開頭手術の説明・手術件数の年次推移、救急搬送台数の説明を行いました。

今後の展望として 「救急隊、 地域の先生方、 リハビリ ・ 療養施設と連携を取りながら地域の脳卒中患者様

のお役にたてるよう努力してまいります」 と結びました。

脳卒中の治療は、早期適切治療が大切です。何か症状がありましたら 365 日 24 時間、
脳神経外科医が常駐している黒沢病院を受診してください。

男性でも女性でも安心して当院をご利用いただけるよう、今後も院内外の環境を整えて
参ります。

・ 泌尿器疾患の術後等で排尿障害がある方　

・ 治療や鎮痛のための座薬が下着に染み出る方

・頻尿で長時間の外出に備えていらっしゃる方

男性用サニタリーボックスの設置
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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


