
１．基本情報 【 年 月時点】

２．病床について （病床機能ごとの病床数（一般・療養））
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３．医療機能について

急性期 回復期 慢性期

2025年に
向けた

病床活用の
見通し

今後も急性期から回復期・慢性期まで、幅広い医療を提供できる体制を整え、患
者様や地域のニーズに対応するよう努めて参ります。
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４．連携している医療機関について

５．当院の特徴について

特徴的な

特徴的な

６．現状と今後の方針等

主な紹介元医療機関

主な紹介先医療機関

消化器・肝臓内科をはじめ、腎臓内科、糖尿・内分泌内科、循環器内
科、整形外科、乳腺甲状腺外科にそれぞれ専門医が在籍し、専門性の高
い診療及びスムーズな院内連携を図りながら患者様への診療を行ってお
ります。歯科口腔外科では、口腔外科医と歯科麻酔医がチームで診療を
行っており、この両分野の医師が揃って在籍している医療機関は県内で
も2か所のみです。

多岐に渡る
診療機能

その他
（県民・受診者への
メッセージ等）

超高齢化社会を見据え、急性期医療から慢性期医療まで幅広く対応して
おります。地域で暮らす皆様が住み慣れた地域で安心して生活できます
よう、これからも心の通う医療に努め、地域医療の発展に貢献いたしま
す。

当院の現状

一般、地域包括、回復期リハビリ、療養の4種の機能を持ち合わせたケ
アミックス型の病院です。透析センターでは135名余の患者様の維持透
析を行っており、当地域において唯一夜間透析を実施しております。ま
た、充実の医療機器を配備し、専門性の高い診療を行っております。こ
れらの機能を活かし、地域の医療機関や福祉施設との連携を図り、地域
医療の充実に努めています。健診センターでは、PETがん検診をはじ
め、人間ドックや企業健診、巡回健診を実施しています。

当院の未来像

数年後に移転・新築を計画していますが、既にケアミックス型を達成し
ており、特に内科、消化器内科、維持透析、地域包括、回復期リハビ
リ、療養型へのシフトが予想されます。中でも消化器内科は6人体制で
ほぼ全分野をカバーしており紹介患者様の増加から西毛・北埼玉地域の
中心的機関として発展していけるものと考えます。医師不足、特に外科
的疾患への対応がより困難になることが予想されますが、高齢者医療に
関しては全分野を受け入れる体制になってきており、さらに充実させて
いく予定です。新病院もこれらの機能に配慮した設計を計画しており、
藤岡総合病院の補助的機能も充実させていく予定です。

藤岡総合病院 高崎総合医療センター 前橋赤十字病院

県内の民間病院としては初めて導入したPET-CTによるがん検診をはじ
め、専門医及び担当スタッフが高度医療機器を利用し、生活習慣病、定
期健康診断、特定健診に対応しております。脳ドックや歯科ドック、ロ
コモ健診といったメニューも揃え、受診者様が元気で健やかな毎日を過
ごせるようお手伝いさせていただきます。

健診センター

藤岡総合病院 高崎総合医療センター 黒沢病院



年号 年 月 事　　項

医療法人社団三思会　島田記念病院　開院（一般85床）

　内科、外科、整形外科を標榜

昭和 62 6 保険医療機関の指定

昭和 62 6 生活保護法医療機関の指定

昭和 62 6 救急医療告示機関の指定

昭和 62 7 更生医療機関の指定

昭和 62 9 一般85床から140床に増床

昭和 62 12 結核予防法医療機関の指定

昭和 63 2 労災保険医療機関の指定

昭和 63 6 一般140床から256床に増床

平成 1 8 原子爆弾被害者一般疾病医療費の支払いを受ける医療機関の指定

平成 4 4 風の子保育園　開設

平成 6 6 一般256床から251床に変更

平成 8 11 標榜科目に歯科口腔外科、アレルギー科、リウマチ科を追加

平成 9 3 ＨＬＡ検査センターの指定

平成 10 5 一般251床から199床に変更

平成 11 5 一般199床から35床を療養病棟へ

平成 15 4 訪問看護ステーションいきいき神川の指定

新棟増築（療養病棟、理学・作業療法室、ＭＲＩ室、内視鏡室、Ｘ-ＴＶ室）

　一般病棟164床から160床へ変更、療養35床から54床へ増床

平成 17 10 病院名称変更（島田記念病院からくすの木病院へ）

平成 17 12 ＰＥＴセンター　開設

平成 20 9 標榜科目に矯正歯科を追加

平成 20 10 化学療法室、医療相談室の移設

標榜科目の追加・変更

消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科、腎臓内科、人工透析内科、糖尿病内科、血液内科、

呼吸器内科、循環器内科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、ペインクリニック内科、

放射線診断科、臨床検査科、救急科

平成 21 5 禁煙認定施設の認定

平成 21 9 歯科外来診察室一部改修工事

平成 21 11 標榜科目に血管外科を追加

平成 23 3 外来診察室一部改修工事

平成 23 5 医療相談室改修工事、診療情報管理室の移設

平成 23 10 風の子保育園　新築移設

平成 23 11 化学療法室、調剤室、無菌製剤室、医療安全管理室の移設

情報システム室、医療クラーク室を設置

霊安室、言語聴覚室1・2を移設

沿　革

1120平成

2平成 24

662昭和

1216平成



平成 25 10 病理室を設置

平成 26 6 標榜科目に神経内科を追加

平成 27 4 巡回健診事業　開始

平成 27 12 地域包括ケア病棟　開棟（一般80床、療養54床、回リハ40床、包括40床）

平成 27 12 敷地内全面禁煙　開始

平成 30 1 創立記念講演会　開催（みかぼみらい館）



標榜診療科（31診療科）

　内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科、腎臓内科、人工透析内科、糖尿病内科、内分泌内科、血液内科

　呼吸器内科、循環器内科、神経内科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、肛門外科、血管外科、

　整形外科、リウマチ科、麻酔科、ペインクリニック科、泌尿器科、皮膚科、救急科、歯科、歯科口腔外科、

　矯正歯科、リハビリテーション科、放射線診断科、臨床検査科


