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 本年４⽉より、⼼臓⾎管外科部⻑として勤務させ

ていただくお隣の埼⽟県出⾝、岡村 達と申します。

 平成５年に弘前⼤学医学部を卒業し、複数病院（愛媛⼤学⼼臓⾎管

外科、⻑野県⽴こども病院等）にて⼼臓⾎管外科の修練を⾏い、北⾥⼤

学病院⼼臓⾎管外科から赴任して参りました。

 先天性⼼疾患に対する外科治療は、外科単独では成り⽴たない集中

治療を含めた内科的治療と協⼒して初めて⾏えるチーム医療が需要

な領域です。近年では、多くの疾患で⻑期⽣存が可能となり成⼈先天

性診療分野も各地域にて⾏われるようになっております。

 今まで、当院にて培われてきた経験を⽣かし、さらに発展できるよ

う努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

 このたび４⽉より産科で勤務させていただくこ

ととなりました諏訪裕⼈と申します。

 2006年に群⾺⼤学医学部を卒業後、群⾺⼤学で２年間の初期研修

を⾏い、その後は群⾺⼤学産科婦⼈科学教室の関連病院で勤務してお

ります。当センターにも2012年に１年間勤務させていただきました。

 総合周産期⺟⼦医療センターの⼀員として、医療の質の向上に努め

てまいります。よろしくお願いします。

 本年度より産科で勤務いたします内⼭陽介と

申します。

 群⾺⼤学を卒業。ここ４年間は群⾺⼤学医学部附属病院で勤務して

おりました。主に⺟体合併症妊娠の症例を経験しております。

 当センターの産科で、群⾺の周産⺟⼦医療に少しでも貢献できれば

と思っております。皆様のお⼒になれるよう、⽇々研鑽してまいりたい

と思います。皆様にいろいろとご協⼒をお願いすることもあるかと存

じます。皆様と⽬指すところは同じと思いますので、どうかご理解いた

だければと存じます。

 明るい笑顔で「おはようございます」「おつかれさまでした」を⼼が

けております。どうぞよろしくお願いいたします。

 久々の群⾺での勤務となります、五⼗嵐昭宏と

申します。栃⽊県出⾝、獨協医科⼤学を卒業後、獨

協医科⼤学越⾕病院（現獨協医科⼤学埼⽟医療センター）に所属しな

がら、⼩児外科を主として携わって参りました。まだかけ出しの頃に当

センターで研鑽をさせていただき、今回、再び群⾺県の⼦どもたちと

関われる機会を得られましたことには⾮常に感慨深いものがありま

す。以前、治療を共にした⼦どもたちが⽉⽇を経て成⻑した姿を⾒る

のは⼩児医療に⾝を置く者にとってこの上ない喜びです。そんな⽇々

を噛みしめつつ、微⼒ではありますが、少しでもお役に⽴てることがあ

れば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

 ４⽉より新⽣児科にて勤務させていただきま

す、宮川陽⼀と申します。

 2016-2019年までの３年間当センターで勤務し、その後２年間の群

⾺⼤学病院NICUでの勤務を経て戻ってまいりました。群⾺⼤学を卒

業後、これまで伊勢崎市⺠病院、⾼崎総合医療センター、群⾺中央病

院、桐⽣厚⽣総合病院などで勤務してまいりました。

 新⽣児科は様々な科の先⽣⽅のご協⼒があって成り⽴っています。

お⼒を貸していただく場⾯が多々あるかと思いますが、よろしくお願

いいたします。群⾺県の周産期医療に少しでも貢献できるよう、⽇々精

進したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 ４⽉から形成外科で勤務させていただくことに

なりました、⿑藤 景と申します。

 ⼭形⼤学医学部を卒業後、⼭梨県⽴中央病院での初期研修の後に昭

和⼤学形成外科に⼊局しました。その後は福島県の太⽥⻄ノ内病院、

⿅児島県の今給黎総合病院、東京都の昭和⼤学病院（旗の台病院）で

の勤務を経て、再び⼭梨県の中央病院で経験を積んできました。これ

まで勤務してきました病院でも⼩児の患者さんと接することはあり

ましたが、専⾨の病院での勤務は初めてになります。

 患者さん、職員の皆様のために今後も精進してまいります。どうぞ

よろしくお願いいたします。



 ４⽉より⼼臓⾎管外科に勤務させていただく事

になりました、松永慶廉（まつながよしきよ）と申

します。

 北⾥⼤学医学部卒業後、北⾥⼤学病院で２年間の初期研修ののち、

2014年に北⾥⼤学⼼臓⾎管外科に⼊局しました。２年間の外科研修

期間、５年間の⼼臓⾎管外科修練を経て現在に⾄ります。

 初めての⼩児病院であり、皆様には⼤変ご迷惑をおかけするかと思

いますが、⼼臓病を治療するチームの⼀員として、早く皆様のお⼒に

なれるよう⽇々精進して参ります。よろしくお願い致します。

 本年４⽉から⼩児外科で勤務させて頂くことに

なりました、⼩梛地洋（おなぎちひろ）と申します。

 東邦⼤学医療センター⼤森病院にて初期研修終了後、同院⼩児外

科に⼊局し、今年３⽉まで成⼈含め、⿊岩実先⽣指導のもと、研修を３

年間⾏いました。医師としては６年⽬と未熟ではございますが、⼩児病

院で勤務させて頂く機会を頂き、⼤変光栄に思っております。

 スタッフの⽅々には迷惑をおかけすることも多々あるかと思いま

すが、微⼒ながら皆様のお⼒になれる様に、精⼀杯努⼒していきたい

と思います。

 どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

 ４⽉から半年間後期研修医として勤務させて

いただくことになりました、⽥⼝未奈と申します。

 群⾺⼤学を卒業後、伊勢崎市⺠病院で初期臨床研修を⾏い、群⾺⼤

学⼩児科に⼊局しました。昨年度は桐⽣厚⽣総合病院で勤務しており

ました。⼩児科医として働き始めて２年⽬でまだまだ未熟者であり、先

⽣⽅やスタッフの⽅々にご迷惑をおかけすることも多々あると思い

ますが、⼦どもたちやご家族の⽅に寄り添い、少しでもお役に⽴てる

よう精⼀杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。

 本年度より⾎液腫瘍科に勤務させていただく

ことになりました、⽯北悦⼦と申します。

 ⼭形⼤学を卒業後、出⾝地である群⾺県に戻り初期研修を⾏った

後、⼩児科へ⼊局しました。⼊局後の３年間は後期研修医として、専⾨

領域にとらわれず、⼀般⼩児科診療に従事し、本年度より⾎液腫瘍を

専⾨として勤務させていただくこととなりました。当センターで⼩児

⾎液腫瘍科医としての第⼀歩を踏み出せることは、⼤変ありがたく感

じるとともに、⾝の引き締まる思いです。⾄らぬ点も多々あるかと思

いますが、⼦どもたちやご家族のお役に⽴てるよう、⽇々精進して参

ります。

 よろしくお願いいたします。

 本年４⽉１⽇よりゼネラルリスクマネージャー

を拝命いたしました。医療安全という難しい分野

において、医療安全⽂化の醸成には終わりがないと思っております。

⽇々の医療安全活動を継続して⾏いながら、安全の質向上を⽬指し基

本的な安全⾏動の定着のため活動していく所存です。

 近年、チーム医療を奨励する取り組みが多く聞かれています。患者

安全を第⼀に考え職種や⽴場に関係なく、プロ意識をもってチーム

として何でも⾔い合える環境にすることを⽬標に、⽇々邁進して参り

ます。

 どうぞ宜しくお願い致します。

 本年４⽉１⽇より看護師⻑を拝命いたしまし

た、⼩林志のぶです。

 平成６年に⼩児医療センター就職後、各⼀般病棟・PICUと数多くの

病棟を経験し、昨年度はキャリアアップ・チャレンジ管理研修⽣とし

て、県⽴４病院を回り看護管理を学ばせていただきました。今年度よ

り第⼀病棟の看護師⻑として勤務することとなり、昨年の管理研修で

の学びを活かし、スタッフと共に切磋琢磨しながら、他職種の皆様と

も連携して患者・家族に安⼼で質の⾼い看護を提供していきたいと思

います。不慣れな点が多く、ご迷惑をおかけするかと思いますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。





群馬県立小児医療センター  外来診療予定表
（令和３年７月１日現在）

診  療  科 月 火 水 木 金 備  考

内　
　

科

総合診療科
午前 清水　彰彦

森田　孝次
鈴木　江里子
清水　彰彦

清水　有紀
鈴木　江里子

西山　邦幸
野村　滋

鈴木　江里子
清水　真理子

午後 石北　悦子
山口　有

大和　玄季
椎原　隆

山口　有
鏑木　多映子

野村　滋
渡辺　美緒

森田　孝次
清水　有紀

神経内科
午前 椎原　隆（第1･3･5週）

道和　百合（第2･4週）
森田　孝次
清水　有紀 渡辺　美緒

道和　百合
鈴木　江里子（第１・３・５週）
森田　孝次（第2･4週） 椎原　隆

午後 渡辺　美緒 森田　幸次 道和　百合

循環器科

午前

池田　健太郎
小林　富男（第1･3･4･5週）
中島　公子（第2週）
（予約：医師のみ）

池田　健太郎
新井　修平

池田　健太郎（第1･3週）
小林　富男（第2･4･5週）

午後

池田　健太郎
（13：00～15：00）

浅見　雄司
（13：00～15：30）

下山　伸哉

小林　富男
（13:00～15:30）
池田　健太郎
(13:30～15:00)

中島　公子
（第4週は予約：医師のみ）

(13：00～15：00)
新井　修平(予約：医師のみ)
(13：00～14：00)

血液腫瘍科 午後 外松　学
(14：00～)

河崎　裕英
鏑木　多映子

(何れも14：00～)

河崎　裕英（予約：医師のみ）
大和　玄季

(何れも14：00～)

石北　悦子
(14：00～)

腎臓内科 午後
丸山　健一（第1･3･5週）
（13：30～16：00）
池内　由果（第2･4週）

鎌　裕一（第2･4週）
（13：00～16：00）

アレルギー・
リウマチ科
感染症科

午前 生物学的製剤治療 滝沢　琢己（第1･3･5週) 生物学的製剤治療 山田　佳之（第2･4週）

午後 清水　真理子
（14：00～14：30：初診）

野村　滋（リウマチ・アレルギー）
（14：00～14：30：初診）
清水　彰彦（感染症・免疫）

滝沢　琢己（第1･3･5週）
（13：30～：再診、14：00～14：30：初診)
清水　真理子（第2･4週）
（14：00～14：30：初診）

アレルギー科医師
（予防接種等）
野村　滋（休診）
（膠原病・免疫）

清水　真理子（第1･3･5週）
（14：00～14：30：初診）
山田　佳之（第2･4週）

外　
　

科

一般外科

午前 小山　亮太 髙澤　慎也（第1･3週）
五十嵐　昭宏
西　明(第2･4週)
(9：00～10：30)

午後

小梛　地洋
西　明（第1週)

則内　友博（第2･4週）
五十嵐　昭宏（第3･5週）

西　明／則内　友博
小梛　地洋(第1･3･5週)
（13：00～15：30：初診)
小山　亮太(第2･4週)

（13：00～15：30：初診)

心臓血管外科

午前

岡村　達
井上　崇道
松永　慶廉

（何れも10：00～）

岡村　達
井上　崇道
松永　慶廉

（何れも10：00～）

午後
岡村　達
井上　崇道
松永　慶廉

岡村　達
井上　崇道
松永　慶廉

形成外科

午前 浜島　昭人／齊藤　景
(9:00～10:00：初診)

浜島　昭人／齊藤　景
(10：00～11：00：初診)

午後
浜島　昭人
齊藤　景
江崎　聖美

浜島　昭人
齊藤　景

江崎　聖美(14：00～)

整形外科
午前 浅井　伸治／富沢　仙一

(午前：再診、午後：初診)
浅井　伸治／富沢　仙一
(午前：再診、午後：初診)

浅井　伸治
午後

脳神経外科 午後 藤巻　広也（第2週)
(14：00～16：00）

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

新生児科
午前 井上　文孝（第3週)

（新生児・退院支援）

午後 丸山　憲一
鏑木　浩太

小泉　亜矢
宮川　陽一

丸山　憲一
福田　一代 市之宮　健二

産科
午前 産科医師 産科医師 産科医師 産科医師 産科医師

午後 産科医師
(14：00～16：00：初診)

産科医師
(14：00～16：00：初診)

産科医師
(14：00～16：00：初診)

産科医師
(14：00～16：00：初診)

産科医師
(14：00～16：00：初診)

胎児心臓外来 午前 循環器科医師
胎児超音波

スクリーニング外来 午前 産科医師 産科医師 産科医師 産科医師 産科医師

母乳外来
午前

助産師
午後

特
殊
専
門
外
来

麻酔科
午前 廣木　茜 坂本　崇 松本　直樹
午後 麻酔科医師（術後） 麻酔科医師（術後） 麻酔科医師（術後） 麻酔科医師（術後）

放射線科
午前

畠山　信逸
午後

遺伝科　
午前 山口　有（予約：医師のみ）

山口　有
午後

歯科･障害児歯科
午前

木下　樹
大嶋　瑛

木下　樹
大嶋　瑛

木下　樹 ／大嶋　瑛
木下　樹
大嶋　瑛

大嶋　瑛
午後

（14：00～） 大嶋　瑛 木下　樹
大嶋　瑛

耳鼻咽喉科

午前 松山　敏之(第1･3･5週)
（9：00～11：00）

※2
午後

紫野　正人（第1･3･5週）
高橋　秀行（第2･4週）
（何れも15：00～）

眼科 午前 平形　恭子（第2･4週） ※2
小児精神科 ※3
内分泌代謝科 午後 大澤　好充(14：00～) ※2

リハビリテーション
午前 理学療法士

作業療法士
言語聴覚士

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

理学療法士／作業療法士
言語聴覚士
浅井　伸治

(リハ外来､13:00～14:00）
午後

心理検査 午前
臨床心理士 臨床心理士 臨床心理士

臨床心理士
心理カウンセリング 午後 臨床心理士

予防接種 午後 (第1･3週:13:00～15:00）

※１：外来診療の開始時間は、注記のあるものを除き、午前は９：00、午後は13：00から
※２：耳鼻咽喉科、内分泌代謝科、脳神経外科、眼科につきましては、都合により当分の間、新規紹介の受付ができませんのでご了承願います。
※３：小児精神科外来につきましては、平成28年４月１日より当分の間、休診とさせていただきます。


