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連携室メールアドレス 

「  re la t ion@kusunok i -hp .com 」  

※お急ぎのご内容はお電話にて 

      ご連絡ください。 

整形外科のご紹介  

 連携医療機関の先生方には平素より、患者様のご紹

介など大変お世話になっております。 

 現在当院は整形外科医師３名で、外来、入院、手術

などの診療にあったっております。それぞれに専門分

野があり、義江医師は手の疾患、外傷が専門で、笠原

は膝周辺の疾患、外傷、江崎医師はリウマチ関連を専

門としています。もちろん専門以外の整形外科的な外

傷、疾患の治療も行っています。大部分の疾患、外傷

には当院で対応可能ですが中には当院では手術困難な

場合もあり、その場合は専門病院へ紹介させていただ

くこともあります。当院は群馬大学整形外科と連携し

ており、火曜、土曜は群馬大学の医師が外来の診察を

行っております。また近隣の公立藤岡総合病院、公立

富岡総合病院、高崎総合医療センター、伊勢崎市民病

院など群馬大学関連病院とも連携を取りながら日々の

診療にあたっております。 

 最近は高齢化が進み、ご紹介いただく患者様の中で

も、大腿骨頸部骨折、腰椎圧迫骨折などで入院、手術

が必要な方も増えています。ご高齢でいろいろなリス

クを抱えた患者様も多くなりますが、当院では麻酔科

は群馬大学麻酔科より派遣していただいており、循環

器内科による術前の評価、歯科口腔外科による術前の

口腔内ケアなどでリスクをできる限り減少させる努力

を行っています。 

 昨年の診療実績として外来の平均受診者数は53.2

人/日。手術件数は134件でした。手術の内訳は別紙の

ごとくです。 

 今後は今以上に高齢者の患者様の増加が見込まれま

す。関連医療機関の先生方には、入院、手術が必要な

患者様のご紹介、また当院退院後のfollow等でお世話

になることが多くなると思いますがよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

整形外科 笠原 進 



 

2 ２ くすの木病院 連携だより  

整形外科の２０１８年診療実績 

３ 

大腿骨頚部骨折手術 

 内訳：  観血的整復固定術   14件 
      人工骨頭挿入術     4件 

18件 

関節鏡下手術 

 内訳： 半月板切除 4件 
      関節鼠摘出 1件  

5件 

膝蓋骨骨折手術 1件 

下腿骨折手術 4件 

足関節・足趾骨骨折手術 2件 

四肢切断術 3件 

神経・腱・筋関連手術 14件 

 月 火 水 木 金 土（第1・3・5） 

午 前 義 江（※1） 高 嶺(非常勤) 笠 原 義 江（※1） 江 﨑 
非常勤医師 

（※2） 

鎖骨骨折手術 1件 

上腕骨折手術 3件 

前腕骨折手術 16件 

手関節・手指骨骨折手術 4件 

手根管症候群手術 19件 

腱鞘切開 9件 

関節脱臼非観血的整復術 1件 

異物(挿入物)除去術 13件 

陥入爪（爪形成）手術 4件 

その他（腫瘍切除等） 17件 

※1 義江医師の外来は、予約以外の場合、受付時間は11時までとなります。 

※2 第3土曜日の受付時間は11時までとなります。 

 月 火 水 木 金 

午 後    江 﨑  

【整形外科外来】 

● 予約受付を行っております。患者様の待ち時間の短縮や臨時休診のご案内もさせていただきます 

  ので、事前にご連絡をお願い致します。 

● 救急の際はお電話にてお問合せください。 

● お問合せ先 代表：０２７４－２４－３１１１（地域医療連携室） 

外来担当医師週間予定表 

【リウマチ科外来】 
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消化器内科 木澤 和子  9月7日（土） 

歯科口腔外科 中野 みゆき  9月19日(木）PM、10月17日（木）PM、10月25日（金）PM 

糖尿病内科 岡村 孝志(非常勤医)  9月12日（木） 

循環器内科 金井 杏奈（非常勤医）  10月5日（土） 

外  科 髙山 哲嘉(非常勤医)  9月27日(金)、 10月4日(金) 

乳腺甲状腺外科 中澤 祐子(非常勤医)  9月6日(金)、11月1日（金） 

皮膚科 齋藤 晋太郎（非常勤医）  9月20日（金） 

 外来休診案内 

３ くすの木病院 連携だより  

C O L U Ｍ Ｎ 

臨時休診となる場合もございますので、お電話にてご確認の上ご来院ください。 

2019年9月1日現在 

連携医療機関の先生方のおかれましては、患者様のご紹介など平素より大変お世話になりありがとうございま

す。 

今回は関節リウマチ（RA）の治療についてお話いたします。2003年のレミケードの発売以来、数々の生物学

的製剤（Bio）が発売されRAの治療は飛躍的に進歩しました。また近年、Bioとほぼ同等の効果を有するJAK阻害

薬が注目され、既に発売されていたゼルヤンツ、オルミエントに加えて、本年、スマイラフが発売されました。

内服薬という手軽さはありますが、Bioと同様に薬剤費が高額で合併症にも注意が必要です。 

 当科ではMTX治療に加えて、Bio、JAK阻害薬を積極的に取り入れRA患者さんの寛解導入・維持を行っていま

す。RAは炎症が軽度でも持続すると関節破壊が進行する病気です。RAコントロールが十分でない症例、 

合併症で難渋する症例など当科にご紹介いただければ幸いです。当科で寛解導入後は、ご紹介いただいた先生方

にフォローしていただき、RAコントロール悪化や合併症などが生じた場合はまた当科で治療させていただく、 

このような先生方との連携によるRA寛解療法を目指していきたいと存じます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

整形外科・リウマチ科 江﨑 幸雄 

「第１４回 くすの木 看護の日」開催のご案内 

【 日  時 】  ２０１９年１０月１８日（金）  １０：００～１５：００ 

【 会  場 】  くすの木病院 １階フロア 

【参加方法】 直接会場にお越しください！ ※入場無料 

〇栄養・医療相談   〇手洗いチェック   〇アロマ作り（要予約）    〇フットケア（要予約） 

〇測定コーナー（骨密度・肌年齢・体組成・血糖値・血圧・酸素飽和濃度等） 

皆様のご来場 
お待ちしております 

看護部イメージキャラクター 
みらいちゃん 
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2019年9月1日 現在    

６ くすの木病院 連携だより  

公式facebook ホームページ 

外来担当医師週間予定表  

【 受付時間 】 午前 ８：００ ～ １１：３０ （歯科 ８：３０～）     午後 1：３０～４：３０ （歯科 ２：００～） 

【 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 

鈴木 秀行(隔週)

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 

 

   木澤 和子 
消化器・一般 

木澤 和子 
消化器・一般 

木澤 和子 
消化器・一般 

 木澤 和子 
消化器・一般 

横山 洋三    
消化器・一般 

横山 洋三    
消化器・一般 

     横山 洋三    
消化器・一般 

腎臓 
  野口 俊治     

腎臓・一般 
     

  奥田 憲太郎     
腎臓・一般 

     

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  

     金井 杏奈         
循環器 

  

糖尿病 

澁澤 良      
内分泌糖尿・一般 

 澁澤 良      
内分泌糖尿・一般 

  澁澤 良               
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  

呼吸器    岩前 成紀 
呼吸器 

    

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   
（※3） 

 飯野 佑一   
（※3） 

飯野 佑一   
（※3） 

中澤 祐子   
（ 第1 ・ 3 ・ 5 ） 

吉田 美穂  

整形外科 義江 健（※2） 

一般整形・手 
高嶺 周平 
一般整形・股関節 

笠原 進 
一般整形・膝 

義江 健（※2） 

一般整形・手 
江﨑 幸雄    

一般整形・ﾘｳﾏﾁ 
非常勤医師 （※4） 

泌尿器科     富澤 秀人  
(※5) 

非常勤医師  

歯科口腔外科 
（予約制） 

中野 みゆき 中野 みゆき 中野 みゆき 
中野（第２・４） 

石塚（第２・４） 

中野 みゆき 

押切（第1・3・5） 

中野 みゆき 

押切 孔 

【 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 野菊 
（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   

栁澤 孝之 
神経内科 

 栁澤 孝之 
（第2・4）神経内科 

佐鳥 圭輔 
（第1・3）循環器 

 

  水野 裕司  
（第3）神経内科 

  

血管外科 
(予約制) 

   小泉 信達  

皮膚科     非常勤医師 

リウマチ科    江﨑 幸雄  

歯科口腔外科 
（予約制） 

中野 みゆき 中野 みゆき 中野 みゆき 
中野（第２・４） 

石塚（第２・４） 

中野 みゆき 

押切（第1・3・5） 

矯正歯科（予約制）     櫻井 洋（第１） 

・■は専門外来のため、一般外来受診後の予約となります。  ・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）  平日午後、第１・３・５週の土曜日午前の内科外来は、急患の場合随時対応致します。  

（※2）  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。  

（※3）  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。  

（※4）  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。  

（※5）  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。  


