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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 病院長 高 木  均  

 平成３１年もあとひと月で新たな元号に変わろう

としているこの時期、皆様にはお忙しい毎日かと

存じます。年度末のインフルエンザ集団発生では

ご心配をおかけ致しましたが何とか乗り切り、新た

な体制で新年度を迎えております。医師の診療体

制は、前年度とほぼ同様ですが、内分泌糖尿病

内科の登丸医師から澁澤医師へ引き継ぎとなりま

した。専門性は変わりありませんので、昨年度同

様お引き立てのほどお願い申 し上げます 。 

 新年度は元号変更はもとより、消費税率の上

昇、ＡＩの医療へ導入増加、外国人受療者増加等

が確実な状況ですが、当院でも各制度の変化、

国際化への対応等に遅れを取らないよう準備をし

ております。そして年度を跨いだ３～４月は、群馬

大学医学部生の臨床実習を引き受けておりま

す。当院は通学にはいささか不便な地ではありま

すが、両毛線と八高線を乗り継ぎ計４名の５年生

が実習に来ております。教える側もこの時期は学

生指導を意識しながらの診療となり、負担と緊張

感が増しますが『教えることは学ぶこと』として皆真 

剣に取り組んでおります。 

 一方で米国の医学教育が、より現場での実習を

要求し、ＥＣＦＭＧ（米国で働くための医師国家試

験）受験のために実習時間などを増やすことを実

践した大学のみに資格を与えるという制度改革が

行われました。群馬大学も対応に迫られ学外実

習を増やしているという事情もあるようです。あた

かも幕末の黒船来航を彷彿とさせるようでもありま 

す。 

 年度替わりの人事異動の中、新人職員の教育

対応は年中行事ではありますが、マンネリになら

ないように新人研修など様々な企画を通して病院

業務に早く慣れてもらい、皆様との連携を深めて

いけますよう努めております。改めまして、新年度

を迎え新元号のもとでも皆様からのご紹介、検査

依頼などへの対応をより充実させてまいりますの

で、引き続きくすの木病院をよろしくお引き立ての  

ほどお願い申し上げます。 
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２ くすの木病院 連携だより  

新任のご紹介と退職のお知らせ 

平成３１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。 

新任医師  

退任医師  

内分泌・糖尿病内科  澁澤 良 （ しぶさわ りょう ） 

内分泌・糖尿病内科  登丸 琢也 （ とまる たくや ） 

診療科のご案内 

【 週間外来担当 】 ※ 新患の受付時間は11:00までとなります。 

 月 火 水 木 金 土（第1・3・5） 

午 前 飯野※  飯野※ 飯野※ 
中澤(非常勤) 

第１・３・５ 
吉田(非常勤) 

 当院は、ＮＰＯ法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会の定めた『マンモグラフィ検診施設画像認定施設』に

登録されており、『検診マンモグラフィ読影認定医師』、『検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師』が、より精

度の高い乳腺疾患の診療を実践し、縮小手術、乳房温存手術にも数多く取り組んでおります。 

また、甲状腺・内分泌疾患にも対応しております。 

 各種癌診療では群馬大学核医学講座とも密に連携をはかり、PET-CT診断も組み合わせた診療を行い、最新の

エビデンスに基づいた診療を心がけ、ガイドラインに則った治療を行っております。進行・再発癌に対しては、術前・

術後化学療法をはじめ分子標的治療、ホルモン療法、放射線療法から緩和ケア・best supportive careに至るま

で、他科・他施設との協力のもと積極的・集学的な治療に努めております。 

 

乳腺・甲状腺外科外来は大変込み合っております。 

事前予約を承っておりますので、ご紹介の際は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

診察予約窓口  

【地域医療連携室】  

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬ  ：０２７４－２４－３１１１（代表）：０２７４－２４－３１１１（代表）：０２７４－２４－３１１１（代表）  

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸ  ：０２７４－２２－２２８８（連携室直通）：０２７４－２２－２２８８（連携室直通）：０２７４－２２－２２８８（連携室直通）  

乳腺・甲状腺外科 



 

3 
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C O L U Ｍ Ｎ 

 連携医療機関の先生方におかれましては、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。 

新しい年度となり、２０１９年４月で私事ではありますが医師となり２１年目を迎えました。信州大学卒業後、自治

医科大学附属病院でローテート研修を行い、内科８科、小児科、救急部で勉強し、循環器内科に入局しました。 

医師としてかけ出しで、今でも鮮明な記憶として残っています。 

 縁あって群馬県に在住し、くすの木病院には２０１１年４月より勤務しています。一般内科および循環器内科

を診療し、循環器疾患で緊急の処置が必要な場合は近隣の医療機関と連携を取り、緊急心臓カテーテル 

検査、永久ペースメーカー植え込み術、カテーテルアブレーションなど依頼している状況です。 

 侵襲的検査および治療は行えませんが、心エコー、ホルター心電図、運動負荷心電図、心筋シンチグラム、

そして２０１５年８月下旬より冠動脈CT検査を行っています。冠動脈の画像診断法としては、従来カテーテルを

用いた冠動脈造影coronary angiography（CAG）がgold standardとされてきましたが、２００４年における６４列

CTの導入で、それまでのCTに比べて様々な利点をもたらし、心臓CTは急速に普及しました。当院でも２０１５年

8月中旬に80列CTの導入に伴い、CTで冠動脈の撮影が可能になりました。現在3年7ヶ月経過し１０８例撮影

を行いました。石灰化が強い病変、心房細動などの不整脈や頻脈の患者様では評価が困難ですが、（心拍数

６０ｂｐｍ以下で撮影）、陰性的中率が高く、病変がなければ否定でき、虚血性心疾患の評価に大きく貢献して

います。今後も地域の皆様のお役に立てるよう取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願い致します。                                     
                                        

循環器内科 深澤利恵 

臨床倫理研修会を終えて 

３月１５日（金）、内田病院 理事長 田中志子先生をお招きし、

『 私たちが身体拘束をしない理由 』をテーマに研修会を開催致し

ました。ご多忙中にもかかわらず、多くの皆様にご参加いただき 

ありがとうございました。今回開催した研修会が、ご参加いただいた

皆様のお役に立てば幸いです。 

ＧＷ診療案内 

4/27（土） 4/28（日） 4/29（月） 4/30（火） 

休診 休診 休診 休診 

5/1（水） 5/2（木） 5/3（金） 5/4（土） 5/5（日） 5/6（月） 

当番医 
（医科・歯科口腔外科） 

休診 休診 休診 休診 当番医 
（医科） 

休日夜間でも、状態に応じ救急患者様の受け入れを行っております。 

ご連絡を頂いた際には、外来看護師が当直医師へ速やかに確認し対応させて頂きますので、下記番号まで 

お電話くださいますようお願い申し上げます。 

医科紹介専用フリーダイヤル：0120-492-899 または 0274-24-3111(代) 

 

＊5月6日（月）の歯科口腔外科は、 

  急患のみ対応させていただきます。 
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公式facebook ホームページ 

・■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。  

（★）   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。  

（※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）  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。  

（※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。  

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 

交代制 (★) 

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  

消化器  

   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 

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 
 

     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 

  交代制 (★) 

 久永 悦子     

糖尿病 
 岡村 孝志     

糖尿病 
 非常勤医師 （※2）   

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  

血管外科 
（予約制） 

    小泉 信達    

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 （※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 

塩谷 智映子 

中野 みゆき 

塩谷（第２・４） 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

中野（第２・４） 

塩谷 智映子 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

押切（第1・3・5） 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

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 

  

皮膚科     岡 愛菜 

リウマチ科    江﨑 幸雄  

歯科口腔外科 
（予約制） 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

中野 みゆき 

塩谷（第２･４） 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

中野（第２・４） 

塩谷 智映子 

中野 みゆき 

塩谷 智映子 

押切（第1・3・5） 

矯正歯科（予約制）     櫻井 洋（第１） 


