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 －令和４年度を迎えまして－ 

令和４年度を迎え、連携頂いております皆

様に御挨拶申し上げます。 

コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻による

経済の混乱の中で迎える新年度、先行きの不

安はぬぐいきれないものの、当然ながら医療

自体は継続していかねばなりません。いまま

での当院のコロナ対応は感染管理認定看護師

の方からご報告致します（後出）のでご一読

いただければと存じます。当院は昨年7月より

民間病院としては県内6番目にコロナ患者の入

院受け入れを開始しており、群馬県の医療に

幾ばくかの貢献ができているものと考えてお

りますが、第6波の低下が思うように進まない

中、ワクチン接種を含めこれからも油断なく

感染対策を進めてまいります。 

さて当院も新年度を迎え、新人教育、医療

安全、感染対策等を継続しながらの令和4年度

の始まりとなりました。そんな中、今年度は

診療報酬の改定もありそちらへの対応も迫ら

れます。特に今回リフィル処方の導入、オン

ライン診療の充実はそれぞれのメリット、デ

メリットを見極めつつ対応を迫られると思い

ます。また医師の働き方改革の実践も2年後に

迫ってきました。いずれも現状では厳しい内

容ですが法律化されてしまっている以上、対

応せざるを得ません。くすの木病院も時代と

共に変わっていく地域医療環境の変化にも対

応し、新たな展開へと向かいます。即ち新病

院の敷地内の発掘調査が今年中に始まり、新

病院建設が具体化します。新病院建築委員会

を中心に具体的な構想を出し合ってより良い

病院を作るべく検討を重ねています。新くす

の木病院の完成までの間も病院機能を落すこ

となく皆様との連携を強めながらさらに御期

待に添うべく職員一同邁進してまいります。

引き続きご紹介、お引き立てのほどよろしく

お願い申し上げましてご挨拶と

致します。                                    

 

       院長 高木 均          
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２ くすの木病院 連携だより  

新型コロナウイルス発生から約2年が経過し、現

時点では第6波が収束しきらない状況ではあります

が、この2年で当院においても新型コロナウイルス

感染症に対する対応に変化がありましたのでご報

告させていただきます。 

当初、新型コロナウイルス感染症が拡大する

中、当院は感染症病床を有しておらず新型コロナ

ウイルス感染症の対応は行っていませんでした。

新型コロナウイルス感染症が瞬く間に拡大し、第1

波から第2波にかけては問い合わせや新型コロナウ

イルス感染症を疑う事例が急増しました。当院は

令和2年4月に帰国者接触者外来を開始しました。

令和3年1月にPCR機器を導入し、院内PCR検査の

実施が可能となり、新型コロナウイルス感染症の

迅速な診断に努めてまいりました。令和3年3月か

ら新型コロナワクチンの職員接種を開始、令和4年

1月から新型コロナウイルス感染症の西毛地域輪番

を担当しています。（表1）令和3年4月から令和4

年3月の1年間で、抗原定性検査488件、PCR検査

1627件、陽性者数162件の診断に繋げることがで

きました。（図1） 

                                   

さらに、令和2年7月県の要請を受け新型コロナウ

イルス感染症の協力病院として、疑似症患者の受

け入れを開始し、令和3年7月16日より重点医療 

機関として新型コロナウイルス感染症病床を確保

し、これまでに134名の受け入れを行っておりま

す。重症度別では軽症71名、中等症Ⅰ39名、中等

症Ⅱ2名、重症度に合わせた治療を実施いたしまし

た。（図2） 

 新型コロナウイルス感染症の対応は当院ででき

る最大限の感染対策を模索する状況でありました

が、ゾーニング、感染対策の基本である標準予防

策の徹底に立ち返ることが最も重要だと考えてお

ります。職員に対して手指衛生、環境清掃、個人

防護具着脱の研修を、職員一人一人が感染症に対

して正しい知識のもとにケア、看護ができる環境

を整えてまいりました。新型コロナウイルス感染

症拡大は続いており、今後さらに変異したウイル

ス拡大が起こることが予想されますが、今後も地

域の皆様とさらに連携を深め感染防止対策に努め

てまいります。 

 

感染管理認定看護師 荒井 よし江  

 新型コロナウイルス感染症の対応について 

令和2年 4/23 帰国者接触者外来開始 

  5/14 新型コロナウイルス感染症疑似症６F病棟2床 

  6/26 院内抗原検査開始 

  7/30 新型コロナウイルス感染症の協力病院 疑似症4床 

令和3年 1/18 予定手術・緊急手術前PCR検査開始 

  1/30 院内PCR導入 

  2/2 入院時全員PCR検査実施開始 

  3/8 新型コロナワクチン接種開始 

  7/16 新型コロナウイルス感染症重点医療機関病床確保10床 

令和4年 1/1 新型コロナウイルス感染症重点医療機関病床確保2増床 

  1/28 新型コロナウイルス感染症 県輪番病院 

表1 
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３ 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 

【新任常勤医師】                                    

 内分泌・糖尿病内科 

  

： 平賀 春菜 （ひらが はるな）    

【退職医師】 
内分泌・糖尿病内科 

     

乳腺外科 

循環器内科 

 
：澁澤 良（常勤） 

：土岐 明子（非常勤） 

：中澤 裕子（非常勤） 

：佐鳥 圭介（非常勤） 

※ 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。 

 

 

図1 

図２ 

【新任非常勤医師】 
内分泌・糖尿病内科 ： 伊藤 大貴 

乳腺外科        ： 田邊 恵子 

循環器内科           ： 星野 圭治 

循環器内科           ： 児玉 智華 
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外来担当医師週間予定表  

全診療科 予約制     予約なしで当日受診をご希望の場合は、お電話にてご確認ください。 ℡.070-2474-9691（地域医療連携室宛） 

【 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  

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 

 横山 洋三    
消化器・一般 

丸橋 恭子 
消化器・一般 

常勤医師  
担当制 

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 

  

腎臓   野口 俊治     

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 
 児玉 智華     

循環器 

深澤 利恵     

循環器・一般 
 

糖尿病 

平賀 春菜      
内分泌糖尿・一般 

 平賀 春菜      
内分泌糖尿・一般 

  平賀 春菜               
内分泌糖尿・一般   

 久永 悦子     

糖尿病 
 伊藤 大貴     

糖尿病 
 非常勤医師  

呼吸器    岩前 成紀 
呼吸器 

    

外 科 森島 巌 伏島 雄輔 森島 巌 込谷 淳一 
（第1・3） 

森島 巌    

乳腺・甲状腺外科 
飯野 佑一   

（※2） 
 飯野 佑一   

（※2） 
飯野 佑一   

（※2） 
田邊 恵子   
（ 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 
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 

伊藤（臨時） 

中野 みゆき 
塩谷 智映子 
穐保（第1・3・5） 

中野 みゆき 
塩谷 智映子 
穐保 由衣 

【 午  後 】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科        

      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 

星野 圭治  
（第1・3）循環器 

 

血管外科    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 
中野 みゆき 

塩谷（※5） 
中野 みゆき 

塩谷（第２・４）（※5） 
中野 みゆき 

塩谷（※5） 

中野（第２・４） 
塩谷（※5） 
伊藤（臨時） 

中野 みゆき 
塩谷（※5） 

穐保（第1・3・5） 

矯正歯科     櫻井 洋介（第１） 

2022年4月1日 現在    

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。  
・第1・３・５土曜日は午前のみの診察です。  
 
（※1）  義江医師（整形外科）の外来は、予約外の場合、受付時間が午前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午前11時までとなります。  
（※3）  整形外科（第３週土曜日）の受付時間は午前11時までとなります。  
（※4）  富澤医師（泌尿器科）の受付時間は午前11時までとなります。  
（※5）  塩谷医師（歯科）の受付時間は午後3時までとなります。  

4 くすの木病院 連携だより  


