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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。 

● 新年度のご挨拶 １ 

● 新任の紹介と退職のお知らせ 栄養科のご紹介 2 

● 栄養食事指導のご案内  COLUMN 3 

● 外来担当医師週間予定表 4 

新年度のご挨拶 

 令和２年度を迎えたものの、新型コロナウイル

ス肺炎の感染拡大の中、諸先生方には慌ただ

しい毎日かと拝察申し上げます。新型コロナウ

イルス肺炎は今のところ終息するめどが立って

おらず、しかも医療従事者自身が感染リスクの

高い職種であることは明白であり、改めて自分

の身を危険にさらして働く職業であることを痛感

させられます。そんな最中、恐縮ではありますが

新年度のご挨拶をさせていただきます。 

 令和２年度は当院にとっても大事な年になり

ます。すなわち、新病院として藤岡市小林に確

保した土地の古墳などの発掘作業が始まり、

区切りがつけば、いよいよ建築が始まります。 

当院も島田記念病院として創設後32年が経

過し、ソフト面は多くの更新、改善を図ってまい

りましたが、新時代に向けて、いよいよハード面

の更新にハンドルを切りました。患者様、そして

ご紹介いただく先生方にも利便性の高い病院

であり続けるためにも多くの意見を入れて建築

準備を進めています。 

 新年度は整形外科医師が増員となり、今ま

でにも増して整形外科患者を多く診られるように

なります。新任 (海老原医師 )は特に、股関節

疾患や人工関節などを得意としており、改めて

ご案内させていただきますが手術数も増加が見

込まれます。どうぞ、ご紹介のほどお願い致しま

す。 

 令和になり最初の困難な時節を迎え、職員

一同、より一層気を引き締めて、この難局に向

かってまいります。新型コロナウイルスがいずれ

克服されることを念じ、藤岡多野、埼玉北部の

医療に今までに増して貢献できますよう努力し

てまいる所存です。引き続きよろしくお引き立て

のほどお願い申し上げます。 

院長  高木  均  
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２ くすの木病院 連携だより  ３ 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

 当院では、かかりつけ医の先生方がご紹介の際にご利用頂けるよう予め

【診療情報提供書】と【紹介専用封筒】をご用意しております。ご利用の際、

または不足の際にはお手数ですが、地域医療連携室 までご連絡をお願い

致します。 

 なお、診療情報提供書は当院ホームページからダウンロード(各種書式）に

てご利用いただけます。 

 

地域医療連携室 TEL：０２７４－２４－３１１１(代表) 

 

地域医療連携室メールアドレス re la t io n@kusunok i-hp .com   

新任のご紹介と退職のお知らせ 

2020年4月より診療体制が一部変更となります。 

外来担当予定につきましては、【 外来担当医師週間予定表 】 をご参考いただきますようお願い申し上げます。 

栄養科のご紹介 

 栄養科では、病棟訪問、カンファレンス等において患者様の情報を共有し、患者様の病態に応じたより良い

食事を提供できるよう取り組んでおります。嚥下困難、食欲低下等の患者様に於いては嚥下食、補助食品の

提供や個別対応等を行っております。 

 入院栄養指導においては、治療食に関する知識を深め退院後の行動変容を目標とした栄養指導を行い、 

患者様の生活環境や嗜好等を考慮し、食事療法のポイント、献立の作成方法、外食の取り方、減塩のポイント

また、調理が困難な方には宅配食のご紹介などを行っております。 

 退院後も外来栄養指導にて食事療法が継続できるようお手伝いをさせて頂いております。 

 なお、栄養指導は治療食をはじめ、嚥下困難、低栄養等の患者様についても管理栄養士が指導をさせて 

頂きますので是非、ご紹介にて 『栄養食事指導』 をご活用いただけると幸いです。 

栄養科 科長 柿沼幸子 

新任医師  整形外科 （股関節）  海老原 吾郎 （ えびはら ごろう ） 

・・・ 詳しいご紹介につきましては次号(5月号)でご案内させていただきます。 

患者支援センター 相談員   宮崎 友香子 （2020年4月15日付 退職） 
患者支援センター 総合案内  大戸 和子 （健康増進課へ異動） 異  動  
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C O L U Ｍ Ｎ 

 平素より患者様のご紹介など大変お世話になりありがとうございます。 

 COVID-19が国内にも徐々に広がり、3月15日付けの厚労省の発表では国内感染者は780人、死亡者22人となり、この文章を

書いている3月16日夕方に群馬県で6人目の感染者が出たと報道がありました。インフルエンザと違って、COVID-19では無症状の

時から人に移るため、知らないうちに感染した人が感染を広げてしまうようです。診察した医師が感染した例もあり、医師の感染リス

クは高いと思われます。いつ当院にCOVID-19患者が来るか、診察した際に自分が感染しないかと不安に思いながら日々診療して

います。当院職員が人混みなどで知らないうちに感染する可能性もあり、発症して感染がわかった時には既に多くの職員や患者に

移してしまっているということが考えられます。一人感染者が出るとおそらく多数の職員が濃厚接触者と判断されて自宅待機とな

り、検査陰性の人は14日後に職場復帰し、陽性の人は休職となります。このようなことが1回だけなら何とか診療継続できますが、

今後巷に感染者が増えてくれば、知らないうちに感染する職員の頻度も増して、濃厚接触者（休職者）だらけとなり、病院機能が崩

壊しかねません。このような状況が広まれば、日本の医療崩壊となってしまします。これを避けるにはインフルエンザと同程度の感

染対策とし、1割弱の重傷者・死亡者が出るのは仕方が無いという方向にせざるを得ないのではないでしょうか。それともそうなる前

に簡易診断キットや治療薬が普及して収束に向かうのでしょうか。 

腎臓内科 野口俊治                  

栄養食事指導のご案内 

（※）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）】   
 

 予約日：患者様の来院 ③ 

  “栄養食事指導”の実施 ④ 

・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』ＦＡＸ送信  
② 

・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。 【FAX：０２７４ - 22 -2288（地域医療連携室）】   

  結果報告 ⑤ 

・・・ 詳しいご紹介につきましては次号(5月号)でご案内させていただきます。 

 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。 

「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）についてのぼやき」 

 お申込み 【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 
① 
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2020年4月4日 現在    

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 

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 

高草木 智史 
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  
   

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 

横山 洋三    
消化器・一般 

横山 洋三    
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 

腎臓 
  野口 俊治     

腎臓・一般 
     

  奥田 憲太郎     
腎臓・一般 

 飯島  崇    
腎臓・一般 

飯島  崇    
腎臓・一般 

 飯島  崇    
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  

     佐野 幸恵         
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   
（※2） 

 飯野 佑一   
（※2） 

飯野 佑一   
（※2） 

中澤 祐子   
（ 第1 ・ 3 ・ 5 ） 

吉田 美穂  

整形外科 義江 健（※1） 

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（※1） 

一般整形・手 
江﨑 幸雄    

一般整形・ﾘｳﾏﾁ 
非常勤医師 （※3） 

泌尿器科     富澤 秀人  
(※4) 

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）   

 飯島  崇    
腎臓・一般 

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 

金井 秀夫    
腎臓・一般 

栁澤 孝之 
（第2・4）神経内科 

  

 庭前 野菊 
（第２・４）循環器 

 佐鳥 圭輔 
（第1・3）循環器 

 

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   

整形外科 海老原 吾郎 
一般整形・股関節 

  海老原 吾郎 
股関節 

 

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）  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）  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。  

（※3）  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。  

（※4）  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。  
 

 


