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新任医師の挨拶
院

長

外松

学

本年４月１日付で病院長を拝命いたしました。 平成 18 年４月に当センターに赴任してま
いりましたが、すでに 12 年が経過いたしました。 当センターはこれまで県内唯一の小児専
門病院として、高度で先進的な周産期・小児医療を提供するという使命を果たしてきました
が、今後もこれまで通りこの使命を堅持していく所存です。 近年の少子化と小児医療の発達
に伴い、入院患者の疾病構造も、随分、変わってきました。 これらの影響のためなのか当セ
ンターにおいても入院患者数の減少を実感しております。 また、当センターは患者紹介に当
たって、
「敷居が高い 」との評判もあるようですが、これまで以上に、病病連携、病診連携に
力を注ぎたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。

副 院 長（医療安全管理室長）

小林 富男

本年４月より副院長を拝命いたしました。 私が当センターに初めて赴任したのは開設後６
年経過した昭和 63 年でした。 その後一時的な異動がありましたが、計 27 年間にわたり当セン
ターにおいて主に小児循環器病診療に携わってまいりました。 この間に診療科の増設、病棟
の増改築などが行われ、群馬県の小児医療の中核へと発展していく姿を目の当たりにしてき
ました。 また、私自身この病院において様々な経験をして医師として成長させていただいたと
思っています。 最近の少子化や医療環境の変化が顕著になり、地域社会のニーズに合わせた
新たな方向性を模索する必要に迫られています。 県立小児医療センターの今後の発展、そし
て群馬県の小児医療の発展のため努力する所存でおりますので宜しくお願いいたします。

医療局長（中央手術部長）

浜島 昭人

本年４月１日付で医療局長を拝命いたしました。
私は平成７年に当センターに赴任し、形成外科の治療を担当してまいりました。 外来・病
棟の増改築、それに伴う手術室の増加、血管腫のレーザー治療の導入など、体制も充実して
きました。 今後も様々な職種と協力して患者さんの治療にあたり、小児専門病院としてより
質の高く安全な医療を行なって行けるよう努力してまいります。
また、当センターが今後も発展するように病院全体の運営にも取り組んでまいります。 ど
うぞよろしくお願いいたします。

事務局長

今井 正浩

本年４月１日付で事務局長を拝命いたしました。 当センターは、県内唯一の小児専門病院
として、高度で先進的な小児医療・周産期医療を安全に提供する使命があり、身の引き締ま
る思いです。
少子化の進展による人口減少社会を迎え患者増が見込まれない中、診療報酬の抑制傾向や
消費税増税など、小児病院を取り巻く環境が更に厳しくなることが予想され、当センターには、
高度・専門医療を追求しながら収支を改善し、経営の安定化を目指すことが求められていま
す。 今年度は、第四次群馬県県立病院改革プランの初年度にあたりますので、このプランに
基づき事務局に与えられた役割を着実に果たして行きたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

新任医師の挨拶
山口

遺伝科

有

４月から遺伝科で常時勤務させていただ

くことになりました。 三重大学を卒業し、小
児科研修の後、慶應義塾大学医学部臨床遺
伝学 センターで臨床遺伝学 を学んでまいり
ました。 遺伝科 は 先天性疾患（生まれつき
の病気）や遺伝性疾患（遺伝子や染色体の変化によって起こる病気）
の患者さんについて、診断や詳しい説明・ご家族との相談をしたり、
他の診療科や医療施設と連携して総合的な医療管理の調整を行った
りする部門と考えております。 これまで２年間、非常勤医師として当
科の診療に携わる機会をいただいておりましたが、更に幅広く患者
さんや地域の医療に貢献できるよう、院内・院外の先生方と連携を
深めてまいりたいと考えております。 宜しくお願い申し上げます。

循環器科

田中 健佑

４ 月 から 循環器科 に 勤務することに
なりました田中健佑です。 群馬大学医学
部 を卒業後、初期研修 の ２ 年間と小児
科 になってからの ５ 年間 を前橋赤十字
病院で過ごし、平成 25 年 から ４ 年間 は
小児循環器を専門的に志し、こちらで働かせていただいており
ました。 昨年１年間は群馬中央病院で勤務しておりましたが、
また戻ってまいりました。 更なる研鑽を積み、みなさんに貢献
できるようになりたいと思います。 どうぞよろしくお願いしま
す。

外科

髙本 尚弘

４ 月より小児外科 で 勤務 させていた
だく髙本尚弘と申します。
私 は 静岡県出身で、平成 23 年 に 浜松
医科大学 を卒業後 に、３ 年間虎 の 門病
院 で 外科研修 を行 い、３ 年間地元 の 静
岡の病院を成人の消化器外科医として勤務しました。
以前より小児医療の世界に興味を持っており、平成 29 年４
月より東京大学医学部附属病院小児外科に入局しました。
小児外科医としてはまだまだ未熟ですが、日々成長するよう
努力していきますので、宜しくお願いいたします。

産科

松田 知子

この 度 ４ 月 から 産科で勤務 させてい
ただくことになりました、松田知子と申
します。
私は太田市の出身で、群馬大学を卒業
後は足利赤十字病院、群馬大学で研修を
行い産婦人科に入局しました。
桐生厚生病院、伊勢崎市民病院、群馬大学附属病院で勤務
し、昨年度は群馬県立がんセンターで婦人科をメインに勤務し
ました。 １年間産科 を離 れていたため、今年度産科 の 領域で
勤務出来ることをとても嬉しく思っています。 群馬県の周産期
医療に貢献できるよう努力していきます。 よろしくお願いいた
します。

アレルギー感染免疫・呼吸器科

清水 彰彦

アレルギー感染免疫・呼吸器科で勤務させて
いただきます 清水彰彦と申します。 私 は、2006
年に東京大学を卒業し、東京大学医学部附属病
院や関連病院で小児科の研修を行いました。 神
奈川県立こども医療 センターで感染症・免疫不全 の 患者様 の 診療 に 従事
した後、亀田総合病院の３年間の感染症科フェローシップを修了しました。
これまでの経験を活かし、質の高い感染症診療が提供できるように、貢献さ
せていただきたいと存じます。 また、感染管理・抗菌薬適正使用・薬剤耐
性菌対策など、各診療科の先生や各部門のスッタフの皆様のお力を必要と
することも多いと思います。 皆様と協力して、子どもたちにとってより良い
医療を提供できるように努力してゆきます。 どうぞ宜しくお願いします。

血液腫瘍科

大和 玄季

４月より小児血液腫瘍科で勤務させていた
だくことになりました、大和玄季と申します。
私は群馬県出身で、群馬大学を卒業後、伊
勢崎市民病院で初期臨床研修 を行 いました。
その後は群馬大学、桐生厚生総合病院、利根
中央病院などで勤務してまいりました。 当センターでの勤務は初めてと
なりますが、一日でも早く馴染めるよう努力していきたいと思います。
私は子どもたちと触れ合うことや、子どもの笑顔、騒いでいる姿を見
たりすることが大好きです。 病気に苦しむ子どもたちが元気に育ってい
けるためのお手伝いが少しでもできればと考えております。 多くの方々
と力を合わせて、精いっぱい頑張りたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

血液腫瘍科

鏑木多映子

４月から血液腫瘍科で勤務させていただ
くことになりました鏑木多映子と申します。
出身は千葉県で、平成 23 年に群馬大学を
卒業後、群馬中央病院で初期研修を行い、
その 後 は 前橋赤十字病院、群馬大学、高
崎総合医療センター、利根中央病院で一般小児科として勤務し、
平成 28 年から２年間、群馬大学小児科血液腫瘍チームの一員と
して勤務してまいりました。 まだまだ専門分野としては経験が浅
く、日々勉強させていただく身ではございますが、当センターで
新たな経験を積めることを非常に有難く思っております。 少しで
も皆様のお役に立てるように頑張りたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。

産科

飯野 彩奈

４月から産婦人科医師として勤務させ
ていただくことになりました 飯野彩奈と
申します。
群馬大学医学部を卒業後、２年間の初
期臨床研修を終えてから群馬大学産婦人
科に入局しました。 その後は群馬大学医学部附属病院、桐生厚
生総合病院、公立藤岡総合病院で一般産婦人科医として勤務し
てまいりました。 これまでも沢山の妊婦さんと関わってきました
が、この小児医療センターに通院中の妊婦さんの中にも、自分
のこと・赤ちゃんのこと・ お 産 のことなど様々な 不安 を抱 えて
いる方がいらっしゃると思います。 まだまだ若輩者ですが、こう
した皆さんの不安に少しでも寄り添い、支える力となっていける
よう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新任医師の挨拶
神経内科

清水 有紀

この度４月より神経内科で勤務させていただ
くこととなりました。 東京女子医科大学 を卒業
後、順天堂大学医学部附属練馬病院 で 初期研
修、神奈川県立こども医療センターで後期研修
を行い、その後日本赤十字社医療センターで２
年間一般小児科を診てきました。
小児病院での研修中に小児神経に興味を持ち、さらに深く学びたいと思
い当センターでの勤務を志望し、勤務させていただけることとなりました。
もともと群馬県は地元でありますが、群馬県での勤務は初めてなのでと
ても楽しみにしております。
一つ一つの症例を大切にして、日々勉強していきたいと考えております
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

形成外科

佐々木淑恵

形成外科、佐々木淑恵と申します。
前橋赤十字病院で医者としてのはじめ
の一歩を踏み出し、現在は口唇口蓋裂セ
ンターの 親元 である 昭和大学形成外科
にて後期研修中です。 群馬、東京、英国
に続き、４月から当センターでお世話になります。 まだまだ未
熟者ですが、一日も早く頼れる形成外科医になれるよう、邁進
してまいります。 どうぞ宜しくお願いいたします。

循環器科

大谷 祐介

４月より循環器科でレジデントとして
勤務 させていただくことになりました、
大谷祐介です。 埼玉県熊谷市出身で、東
北大学 を卒業後 に 埼玉県 の 深谷赤十字
病院 にて 初期研修 を行 いました。 その
後、引き続き深谷赤十字病院小児科で一般小児科医として１
年間勤務し、この度、当センターへ赴任いたしました。 まだま
だ医師としての経験が浅く、至らない点ばかりではございます
が、できるだけ多くの患者さんに触れて研鑽を積んでいく所存
です。 群馬県の小児医療に少しでも貢献できるよう努力してま
いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

神経内科

鈴木江里子

４ 月より神経内科 を中心 に 勤務 させ

ていただきます、鈴木江里子と申します。
東京医科大学病院 で 初期研修、後期研
修 を行 い、結婚出産 のため 主人 のいる
群馬にまいりました。 育児のため数年間
のブランクがありましたが、群馬大学で復帰させていただき、
残りの後期研修を経て、これまで群馬中央病院や群馬大学医学
部附属病院に勤務しておりました。 慣れないことが多く、至ら
ぬ点が多々あるかと思いますが、精一杯頑張りますのでよろし
くお願いいたします。

外科

島田 脩平

この度４月より小児外科で勤務させて
いただくことになりました 島田脩平と申
します。
東邦大学医学部を卒業し、東邦大学医
療センター大森病院で初期研修を２年間
行いました。 子どもが 好き、手技が好きという単純な理由から
小児外科への道を目指し、まずは内科知識を少しでも得たいと
考 え２年間同病院 の 小児科 に 入局し、2017 年度 から 小児外科
へ転向しました。
遠回りをしてたどり着いた場所なので、今までの経験を一つも
無駄にしないよう、全力で精進していくつもりです。 至らない点
が多々あると思いますが、皆様何卒よろしくお願いいたします。

麻酔科

飯塚 紗希

この 度 ４ 月より麻酔科 で 勤務 させて
いただくこととなりました 飯塚紗希と申
します。
群馬大学医学部 を卒業後、群馬大学
医学部附属病院で初期研修 を２年間行
い、昨年麻酔科に入局いたしました。
麻酔科として働き始めて２年目でまだまだ未熟者で先生方・
スタッフの方にご迷惑をおかけしてしまうことも多々あるかと
思いますが、今回小児専門病院で勉強し、ご指導いただける機
会をいただけたことを本当にありがたく思っております。 緊張
感をもって安全第一で日々の業務に取り組んでまいります。
よろしくお願いいたします。

心臓血管外科

石堂 博敬

この 度４月より心臓血管外科で勤務させ
ていただくことになりました石堂博敬と申し
ます。
出身 は 石川県で金沢大学 を卒業後、神奈
川県の湘南鎌倉総合病院で初期研修を終了
し、この春より北里大学の心臓血管外科に入局いたしました。
将来は小児心臓外科医の道を歩もうと考えておりますので、この病
院で心臓外科医としてのスタートを切れる事を大変嬉しく思います。
しかしながら１年目の未熟者であり、皆様にご迷惑をお掛けする
事も多々あるかとは存じますが、少しでも皆様のお役に立てるよう、
日々の診療に励んでいく所存でありますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

アレルギー感染免疫・呼吸器科

島袋美起子
アレルギー 感染免疫・呼吸器科 で 勤
務させていただくことになりました島袋
美起子と申します。 平成 21 年 に 琉球大
学医学部を卒業し、那覇市立病院で初期
研修と小児科後期研修を行いました。 その後沖縄県内で一般
小児科医として勤務しておりましたが、平成 29 年４月に主人の
転勤 に 伴い 群馬県 に 転居してまいりました。 同年 11 月より当
センターの総合内科で外来勤務をさせていただいておりました
が、この度４月より病棟業務にも携わることになりました。 出
産育児でブランクもありますが、勉強の機会を与えていただき
有り難く思います。 不慣れで何かとご迷惑をおかけすると思い
ますが、宜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
診 療 科

月
午前

清水 彰彦

午後

鏑木 多映子

午前

椎原 隆
迫 恭子

火
水
鈴木 江里子（第 2・4 週）滝沢 琢己（第 1・3・5 週）
山口 有（第 1・3・5 週） 清水 真理子（第 2・4 週）

総合内科

神経内科
午後

道和 百合

清水 信三

渡辺 美緒

池田 健太郎
小林 富男
小林 富男
（第 1･3･5 週：14:00 〜）
午後
池田 健太郎
（13:00 〜 16:00）
外松 学
午後
(14:00 〜 )
午前

内科

循環器科

血液腫瘍科
腎臓内科

アレルギー感染
免疫 ･ 呼吸器科

一般外科

外科

心臓血管外科

形成外科

整形外科
脳神経外科

午後

総合周産期母子医療センター

午後
午前
午後
午前
胎児心臓外来
午後
午前
胎児超音波
スクリーニング外来 午後
午前
母乳外来
午後
午前
麻酔科
午後
午前
放射線科
午後
産科

丸山 憲一
鏑木 浩太
飯野 彩奈（初診）
京谷 琢治（初診）

京谷 琢治（再診）

産科医師
産科医師

椎原 隆

渡辺 美緒

道和 百合

渡辺 美緒
竹澤 伸子 ( 第 3 週 )

道和 百合

椎原 隆

池田 健太郎

新井 修平
小林 富男（9:30 〜）

小林 富男
（12:30 〜 15:30）

田中 健佑

朴 明子 (14:00 〜 )
大和 玄季 (14:00 〜 )

外松 学（14:00 〜）
（〜 4/5）
池内 由果（14:00 〜）

鎌 裕一（第 2・4 週：
14:00 〜 16:00）

小泉 亜矢
山崎 優
飯野 彩奈（再診）
松田 知子（初診）

丸山 憲一
福田 一代
佐藤 達也（再診）
田中 健佑

産科医師
産科医師

市之宮 健二
宮川 陽一（第３週以外）
松田 知子（再診）
佐藤 達也（初診）

産科医師

助産師
麻酔科医師（術後）

廣木 茜
麻酔科医師（術後）

特殊専門外来

山崎 聡子
麻酔科医師（術後）

松本 直樹
麻酔科医師（術後）

木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子
木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子

木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子
木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子

畠山 信逸

木下 樹
午前
大嶋 瑛
萩原 大子
木下 樹
午後
大嶋 瑛
萩原 大子
紫野 正人 ( 第 1･2･4 週 )
午後
何れも 15:00 〜
午前

木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子
木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子

大嶋 瑛
萩原 大子
木下 樹
大嶋 瑛
萩原 大子
多田 紘恵 ( 第 1･3･5 週 )
何れも 14:00 〜
平形 恭子（第 2・4 週）

※３
午後
午前

リハビリテーション

山口 有

金
備 考
柴 徳生（第 2・4 週 )
鈴木 江里子
（第 1・3・5 週）
大和 玄季
（第 1・3 週予防接種兼務）

藤巻 広也
（第２・４週：13:30 〜 16:30）
井上 文孝（第２・４週 )
（新生児・退院支援）

午後
午後

耳鼻咽喉科
※２
眼科
小児精神科
内分泌代謝科
※２

鏑木 多映子
(14:00 〜 )
丸山 健一 ( 第 1･3･5 週：
14:00 〜 16:00)

島袋 美起子

（平成30年４月１日現在）

滝沢 琢己
( 第 1･3･5 週：13:30 〜：再診、
加藤 政彦（第 2・4 週：
山田 佳之
清水 真理子
14:00 〜 14:30：初診 )
山田 佳之
14:00 〜 16:00）
（14:00 〜 14:30：初診）
午後
（14:00 〜 14:30：初診）
（14:00 〜 14:30：初診） 清水 真理子
（第 1･3･5 週）
林 大祐
清水 彰彦（感染症・免疫）
皮内テスト外来含む
（アレルギー・消化器）（第 2・
4 週：14:00 〜 14:30：初診）
髙澤 慎也
島田 脩平
西 明 ( 第 2・4 週 :
午前
内田 康幸
何れも 9:00 ～ 10:30)
西明
高本 尚弘（第 1・3・5 週：
高本 尚弘
13:00 〜 15:30：初診）
午後
髙澤 慎也（第 1・2 週 )
内田 康幸
西 明（第 3・4・5 週）
（第 2・4 週：13:00 〜15:30：初診）
黒岩 実（第 3 週）
岡 徳彦
友保 貴博
午前
林 秀憲
何れも 9:30 〜
岡 徳彦
岡 徳彦
友保 貴博
友保 貴博
午後
林 秀憲
林 秀憲
何れも 14:00 〜
浜島 昭人
浜島 昭人
午前
(9:00 〜 10:00: 初診 )
(9:00 〜 10:00：初診 )
浜島 昭人
浜島 昭人
午後
佐々木 淑恵
佐々木 淑恵 (14:00 〜 )
午前 富沢 仙一／浅井 伸治
富沢 仙一／浅井 伸治
富沢 仙一／浅井 伸治
( 午前：再診、午後：初診 )
午後 ( 午前：再診、午後：初診 )

新生児科

歯科 ･ 障害児歯科

下山 伸哉

木

午後

心理判定
心理カウンセリング

午前
午後

予防接種

午後

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
心理判定員

大澤 好充
（14:00 〜）

大津 義晃
（第 1・3・5 週 :14:00 〜）

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

心理判定員

心理判定員

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
富沢 仙一 ( リハ外来：
13:00 〜 14:00）

( 第 2･4 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。

