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くすの木病院 連携だより  

病院長 高木 均 

新年あけましておめでとうございます 

旧年中は多くの患者様をご紹介いただきまして大変有

難うございました。職員一同、皆様のご期待に応えるよう努

めてまいりますので、本年も相変わりませずよろしくお願い申

し上げます。 

くすの木病院は昨年をもちまして、島田記念病院として

創設以来30周年を迎えることができました。これも皆様方

のご高配の賜物と感謝申し上げる次第です。この1月28日

には｢みかぼみらい館｣におきまして、『がんに対する重粒子

線治療の現況と将来展望』群馬大学医学部附属病院

大野教授、『命を脅かす病にかかったら』渋川医療セン

ター斎藤院長による講演と、バイオリンとピアノのコンサート

の市民講座を準備致しました。是非、お気軽にご参加いた

だければと存じます。 

さて、ご承知の通り本年4月に診療報酬と介護報酬の

ダブル改定が予定されております。すでに加速している少

子高齢化社会を見据えての医療費抑制は国策であるとは

言え、予算を抑制しつつ健康寿命を延伸させるのは簡単

ではありません。医療経済学者の樋口範雄先生(武蔵野

大学特任教授）は『高齢者の義務教育化』を提唱されて

います。社会保障を受ける当事者たる高齢者が自らの生

き方を見つめ直すために改めて勉強していただくという斬新

な発想には驚かされますが、負担をしている働く世代だけ

が問題を解決するのではなく、当事者たちの自覚を促すと

いう意味で一考の価値はありそうです。 

一方で、収入の大半を税金や保険でカバーされている

現行の日本の医療界はいくつもの監査にさらされます。通

常のレセプト審査はもとより、保健所の医療監視、厚生局

の監査、機能評価、そして会計検査院までが立ち入り調

査をするという“医療機関〓性悪説”のような監査の嵐で

す。本来病院は利潤を追求する事業ではありませんが、こ

れでもかという外部監視の連続には縦割り行政の弊害を

受けている感もぬぐえません。当院も昨年いくつもの監査を

済ませ、5年ごとの病院機能評価も更新し認定を受けるこ

とができました。医療本体以外にも時間と労力を割かざる

を得ない昨今の日本の医療事情ですが、患者本位の地

道な医療を提供して地域医療に貢献を続ける所存です。 

最後になりますが、本年も皆様からご紹介頂く患者様に

ご満足頂ける医療を提供できますよう、職員一同努力して

まいりますので、改めましてご愛顧の

程よろしくお願い申し上げます。 

末筆ながら皆様の益々のご健勝

をお祈り致しまして、新年のご挨拶と

させていただきます。 

新年のご挨拶 

連携だより 「Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ」の 

ホームページ掲載をはじめました！ 

トップページ「おしらせ＞広報誌」から 

ご覧ください。 
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新任医師よりご挨拶 

栄養食事指導のご案内 

  江 﨑  幸 雄
エ サ キ  ユ キ オ

  

【整形外科】 

関節リウマチ、膝・股関節などの関節疾患 

博士号 

日本整形外科学会専門医、認定リウマチ医 

日本リウマチ学会専門医、指導医 

大学院および米国留学（テネシー大学）にて免疫学・関

節リウマチを研究後、整形外科臨床に復帰し約２０年間、

年間数百例の関節リウマチ患者の診断と薬物療法（生物

学的製剤治療を含む）・手術治療に従事してきました。関

節リウマチに限らず、高齢化とともに増加している変形性

関節症、最近話題となっている脊椎関節炎など関節疾患

全般を専門としています。 

関節痛でお困りの患者さんがございましたら、是非ご紹

介ください。よろしくお願い申し上げます。 

（※）下記の情報を疾患別に診療情報提供書へご記入ください。 

● 身長   ● 体重   ● 病歴  ● 栄養食事指導を目的とする病名、指導内容(エネルギー・塩分量等) 

● 採血データ(病名に関連するもの)   ● 嚥下調整食分類２０１３(摂食嚥下機能低下のみ) 

肝臓病（脂肪肝含む）  腎臓病  がん  高度肥満  脂質異常症 

・ＡＳＴ（ＧＯＴ）  ・ＢＵＮ   摂食嚥下機能低下  ・ＴＧ  ・ＴＧ 

・ＡＬＴ（ＧＰＴ）  ・ＣＲＥ   低栄養  ・ＬＤＬ－ＣＨＯ  ・ＬＤＬ－ＣＨＯ 

・γ‐ＧＴＰ  ・Ｋ   ・ＴＰ  ・ＵＡ  ・ＨＤＬ－ＣＨＯ 

・Ｆｅ（鉄制限食の場合）  ・ＩＰ   ・ＡＬＢ  ・血糖値    

・ＴＧ  ・ＵＡ   ・Ｈｂ    胃潰瘍 

・ＬＤＬ－ＣＨＯ    ・ＷＢＣ  鉄欠乏性貧血  潰瘍性大腸炎 

  糖尿病    ・Ｈｂ   クローン病 

高血圧  ・血糖値  高尿酸血症、痛風  ・フェリチン   採血データ不要 

・血圧値   ・ヘモグロビンＡ１Ｃ  ・ＵＡ   ・Ｆｅ   

 電話申込み 【ＴＥＬ ： ０２７４ -２４ -３１１１（窓口：栄養科）】  

 日程調整 

 『診療情報提供書』ＦＡＸ送信 

  【連携室直通ＦＡＸ：0274-22-2288】 

 予約日：患者様の来院 

 “栄養食事指導”の実施 

② 

③ 

④ 

⑤ 

・予約時間10分前までに受付窓口へご来院ください。 
・診療情報提供書・保険証をお持ちください。 

・診療情報提供書・紹介患者連絡表をＦＡＸ送信ください。    
・診療情報提供書に患者様の情報（※）をご記入ください。 

① 

２ くすの木病院 連携だより  

 当院では、“栄養食事指導”のご紹介をお受けしております。患者様の生活条件、嗜好を勘案した食事

計画案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な栄養の指導を行っております。 

 なお、“栄養食事指導“は予約制となっておりますので、栄養科までお電話をお願い致します。 

 電話申込み 【ＴＥＬ ： ０２７４ -２４ -３１１１（窓口：栄養科）】  
   予約受付時間  月～金  9：00～17：00  土 (第1・3・5)9：00～12：00 
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「カリウム製剤投与間違い撲滅キャンペーン」について 

医療トピックス 

 ２０１７年９月より、日本病院薬剤師会と日本看護協会が協働で「カリウム製剤投与間違い撲滅キャン

ペーン」を実施しています。今回はこの取り組みについてご紹介させていただきます。 

 ２０１７年６月１９日・２０日の２日間で、病院機能評価の更新審査(４回目）を受審しました。 病院機能評価

とは、病院を対象に組織全体の運営管理及び提供される医療について、第三者評価機関である日本医療

機能評価機構が、中立的、科学的・専門的な見地から評価を行う仕組みです。 

病院機能評価の更新認定 

発生年 
2004年 
～2008年 

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 合計 

報告件数   1 0 3 0 1 2 7 

 本キャンペーンでは、これまでカリウム製剤の取り扱いに関する注意喚起や再発防止に向けたチラシやポ

スターの配布、機関誌での特集、学術集会でのパネルディスカッションなどの取り組みを通して、医療関係

者への周知や注意喚起が行われてきました。 

 このキャンペーンを機に、各施設で改めて医療安全対策を見直し、カリウム製剤投与間違いによる医療

事故を撲滅するための組織的な取り組みを行っていく必要があります。 

（参考資料；日本病院薬剤師会ホームページ、日本看護協会特設サイト） 

医療事故情報収集等事業に報告のあったカリウム製剤の急速静注に関連した事例 

薬剤科  

 今回の審査は、前回とは異なる新バージョンとなり、内容に

様々な改定がありました。その対策として、準備段階では役

割分担した専門部会を構成し、問題点の洗い出しから改善と

いう手法で、試行錯誤を重ねながら、職員一丸となって改善

活動に取り組みました。 

 審査の結果、日本医療機能評価機構より認定証(認定期間 

２０１７年８月１９日～２０２２年８月１８日)が交付されました。今後も  

当院をご利用いただく患者様が、安全・安心に医療を受けら

れるよう、継続的に改善活動に努めます。 

 カリウム製剤の投与間違いによる医療事故 

 十数年前から現在まで、高濃度カリウム製剤のワンショットによる死亡事故が発生しています。これまで病

棟への定数配置の中止や、ワンショットできないようなプレフィルドシリンジの採用、希釈製剤の使用、注意

喚起表示などさまざまな対策がとられてきましたが、カリウム製剤の投与間違い事故は撲滅には至っていま

せん。 

３ くすの木病院 連携だより  
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【受付時間】 午前   ８：００～１１：３０ （歯科 ８：３０～）     午後 １：３０～４：３０ （歯科 ２：００～） 

公式facebook 

平成２９年１２月４日 現在    
外来担当医師週間予定表      

・■は専門外来のため、一般外来受診後予約となります。  ・第２・４土曜日は終日休診です。  

・毎月１回火曜日は、群馬大学病態制御内科学教授  山田  正信  先生による診察（予約制）があります。  

（※１）  義江医師（整形外科）の外来は、予約外の場合、受付時間が11時までとなります。  

（※2）  茂木医師（皮膚科）の外来の受付時間は11時までとなります。  

（※3）  非常勤医師（歯科）の来院日は第１・３・５週の土曜日とその前日の金曜日となります。  

（※4）  土曜日の糖尿病外来の診察時間は、９時から１０時３０分までとなります。  

（※5）  飯野医師（乳腺・甲状腺外科）の外来の新患受付時間は１１時までとなります。  

（※6）  整形外科（第3週土曜日）の外来の受付時間は11時までとなります。  

（※7）  富澤医師（泌尿器科）の外来の受付時間は１１時までとなります。  

【午 前】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科 
一部予約制 

消化器  

（肝臓） 

高木 均 
消化器・一般 

高木 均 
消化器・一般 

  高木 均 
消化器・一般 

   

高草木 智史 
消化器・一般 

高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

 高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

高草木 智史 
消化器・一般 

消化器  

   丸橋 恭子 
消化器・一般 

丸橋 恭子 
消化器・一般 

 丸橋 恭子 
消化器・一般 

 

   山口 泰子 
消化器・一般 

山口 泰子 
消化器・一般 

山口 泰子 
消化器・一般 

 山口 泰子   
消化器・一般 

  猿谷 真也   
消化器 

  猿谷 真也 
消化器 

  

腎臓 
  野口 俊治     

腎臓・一般 
     

  小栁 光      
腎臓 

     

循環器 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
  深澤 利恵     

循環器・一般 

深澤 利恵     

循環器・一般 

 小 暮（第1・3）   

循環器         
   中 野         

循環器 
  

糖尿 

登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

 登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

  登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

 

 久永 悦子     

糖尿病 
 岡村 孝志     

糖尿病 
 非常勤医師    

（※4） 糖尿病 

非常勤医師    

（※4） 糖尿病 
 

外 科  伏島 雄輔 小川 展二 込谷 淳一 
（第1・3） 

髙山 哲嘉    

乳腺・甲状腺外科 
（一部予約制） 

飯野 佑一   
（※5） 

 飯野 佑一   
（※5） 

飯野 佑一   
（※5） 

中澤 祐子   
（ 第1 ・ 3 ・ 5 ） 

吉田 美穂  

血管外科 
（予約制） 

    小泉 信達    

整形外科 義江 健（※１） 

一般整形・手 
米本 由木夫 

一般整形 

笠原 進 
一般整形・膝 

義江 健（※１） 

一般整形・手 
江﨑 幸雄    

一般整形・ﾘｳﾏﾁ 

非常勤医師                        
（※6） 一般整形  

泌尿器科     富澤 秀人(※7) 非常勤医師 非常勤医師  

皮膚科 茂木 精一郎 (※２)        

歯科口腔外科 
（予約制） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

中野 みゆき 

吉田（第２・４） 

南（第２・４） 

中野 みゆき 

吉田 智映子 

安井（第２・４） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田 智映子 
非常勤医師（※3） 

南 弘子 

中野 みゆき 

吉田 智映子 

非常勤医師 

【午  後】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科        

（一部予約制）  

金井 秀夫    
腎臓・一般 

庭前（第２・４） 
循環器 

森田 公夫     
血液・一般 

鷲田 雄二     
消化器・一般 

 

土曜日 

午前中のみ診療 

第２･４土曜日 

終日休診   

  水野（第１・３・５） 

神経内科 

岩前 成紀 
呼吸器 

 

歯科口腔外科 
（予約制） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田（第２･４） 

南 （第２・４） 

吉田 智映子 

安井 (第２・４） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田 智映子 
非常勤医師（※3） 

矯正歯科 
（予約制） 

   神原 学 
（第４） 

櫻井 洋介 
（第１） 

ホームページ 

４ くすの木病院 連携だより  


