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１Ｆホール

２Ｆロビー

病院の理念

  人権尊重の心 人間愛の心
  向上心 奉仕の心
病院の基本方針
●常に医療水準のアップに努め、安全・安心・信頼を要とした医療を提供する。
●地域の医療福祉機関との連携を密にし、地域における中核病院としての使命・
役割を分担する。

●人権の尊重と人間愛を基本とした医療を行うと共に、社会保険病院としての使
命に基づき、地域住民の健康・福祉に寄与する。

●患者様・受診者様のニーズに応えた病院サービスを提供する。
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　４月となり、群馬中央総合病院も変化がありました。その中でもぜひご報告したいことが２つあります。
　まずひとつは、健康管理センターを４月１日からリニューアルオープンさせたことです。機能的にはデー
タのデジタル化を行い、より正確で早い検診を目指します。また表紙にもあるように静かで落ち着いた環境
での健診を目指し、必要以上に職員との接触を少なくすること、またホテルのロビーを思わせる施設にと考
えられています。ぜひご利用をお願いします。
　もうひとつは、消化器科の充実を行いました。本誌の自己紹介の欄にもありますが桐山先生、湯浅先生、
堀内先生の赴任を得、内容の充実を図っています。また、内視鏡室も病院本館２階に新しく移移し機能も
充実させています。５月連休明けから新内視鏡室は稼動の予定です。ご紹介いただいた患者様にご満足い
ただける診療内容はもちろんですが、設備的にも納得していただけるように努力したいと思っています。ご
紹介をよろしくお願いします。

外科　医長　桐山 真典
　皆さん、はじめまして。
　桐山真典（きりやましんすけ）です。四月一日より外科・消化器・肛門疾患センター
医師として赴任いたしました。新しく生まれ変わる群馬中央総合病院内視鏡部と
ともに大きく飛躍できるよう頑張っていきたいと思います。
　専門は消化器内視鏡を中心としたがん治療です。この三月まで国立がんセンター
中央病院で五年間おもに消化器がんの内視鏡診断・治療・外科治療に取り組んで
きました。消化器内視鏡は消化器がんの診断の核であるとともに低侵襲治療の内
視鏡治療という多様性を持っています。従来の内視鏡的粘膜切除術（EMR）に加え、内視鏡的粘膜下層剥
離術（ESD）により内視鏡で切除可能な病変の適応が広がりました。大きな病変を切除するため治療時間
が長くなり穿孔・出血のリスクなどもありますが、日本の消化器内視鏡の診断・治療は国際的にも評価が高
く、内視鏡で早期に発見し治療することで多くのがんも完治することが可能です。
　このESDやEMRを含めた内視鏡診断・治療を行う医療を中心に取り組んできました。今後も外科医として、
内視鏡医として口（咽頭）・食道・胃・大腸・肛門・肝胆膵分野など消化器がんのすべてに関わり、一人で
も多くの患者さんに正しい診断・より良い医療を提供できるように努めていきたいと思います。
　はじめは慣れない環境のためいろいろとご迷惑をおかけする場面があると思いますが、温かい気持ちで見
守っていただき、またお力添えをいただけたらと期待いたしております。
　少しでも早く名前と顔を覚えていただき、皆様とよりよい医療ができるよう頑張ります。今後とも御指導、
御鞭撻を賜りますよう宜しくお願いいたします。

消化器科　医長　湯浅 和久
　このたび消化器内科として赴任して参りました湯浅和久でございます。生まれ、育ちともにここ前橋であ
り、慣れ親しんできた街そして幼少時より知る病院に赴任できることとなり、大変うれしく思います。それ
とともに責任を持って診療していきたいとこれまで以上に意気込んでいますので、是非ともよろしくお願い
いたします。前橋高校を卒業後、新潟大学医学部へ入学し、平成９年に卒業しました。新潟大学付属病院
および関連病院で２年間基本的な内科トレーニングを受けた後に群馬大学第一内科（現 病態制御内科）に
入局しました。入局後は消化器内科として群馬県内の第一内科関連病院（前橋市内への赴任はなし）にて
臨床経験を重ねてきました。専門は肝臓病で、慢性肝炎の診断および治療（C型肝炎、B型肝炎に対する
抗ウイルス治療など）、肝硬変に合併する胃食道静脈瘤、腹水、肝性脳症に対する治療、そして肝癌治療（経
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【外】胆嚢摘出術 24件
【外】胃悪性腫瘍手術（腹腔鏡下含む）
 12件
【外】結腸悪性腫瘍手術 10件
【外】直腸悪性腫瘍手術 ７件
【外】鼠径ヘルニア手術 31件
【整】脊椎固定術等の脊椎手術 20件

【整】人工関節置換術（膝など） 27件
【整】半月板切除術（関節鏡下） 50件
【整】靭帯断裂形成術 12件
【婦】子宮全摘術 31件
【婦】子宮附属器腫瘍摘出術 31件
【産】帝王切開術 57件
【耳】アデノイド切除術 27件

【耳】口蓋扁桃手術 62件
【耳】鼓膜切開術 26件
【眼】水晶体再建術 63件
【循】経皮的冠動脈ステント留置術
 14件

カテーテル治療、経皮的ラジオ波焼灼術など）を主にこれまで従事してきました。
また研究においては「C型肝炎ウイルスの複製」をテーマに、群馬大学大学院で
没頭する日々も過ごしてきました。消化器科としても通常の上部下部消化管内視
鏡検査や胃、大腸腫瘍性病変の診断、内視鏡治療にも携わってきました。当院に
おいては、以前は消化器内科も常勤しこれら診療を行ってきたものの、ここ数年
は外科をはじめとする他科が行っていたとお聞きしています。今後はともに赴任し
ます堀内先生とともに消化器関連の専門性を生かし、各科と連携し頑張っていき
たいと思います。まだまだ不束者ではありますが、日々精進していく所存でありま
す。みなさんと一緒に仕事できることをうれしく思い、また機会ある毎にみなさん
と接し、ご指導を賜りたいと思っておりますので是非ともよろしくお願い致します。

消化器科　医長　堀内 克彦
　群馬中央総合病院（群中）は、祖父が前橋厚生病院時代に勤務し、私と我家
の3姉妹が生まれた病院でもあります。小学生の時に親友が若年性関節リュウマ
チで長期入院し、高校時代には体育の柔道で骨折させてしまった親友が入院した
のも群中でした。昔から何かと縁がある群中は、私にとってずっと気になる病院
でした。この度、群中に赴任し、皆さんと仕事ができることを大変楽しみにしてお
ります。
　私は前橋高校卒業後、北海道の大自然に囲まれ旭川医科大学で６年間過ごし
ました。卒業後、群大第１内科（現病態制御内科）に入局し大学病院勤務、その
後は前橋赤十字病院、伊勢崎市民病院、公立富岡総合病院、２度目の伊勢崎市
民病院、くすの木病院（旧島田記念病院）に勤務し、医師12年目で群中に赴任す
ることになりました。専門分野は消化器疾患の中でも肝臓病であり、肝機能障害の原因精査やウイルス肝
炎の診断・治療（インターフェロン療法 /核酸アナログ製剤療法）、胃・食道静脈瘤の内視鏡治療（EIS/
EVL）・カテーテル治療（B-RTO/PTO/PSE）、肝細胞癌の診断・各種治療（RFA/TAI/TACE/持続動注化
学療法）等を主にやってまいりました。数年後には仲間を増やし、消化器科を発展させる事を目標に、「楽
しく」「気持ち良く」仕事をして行きたいと思います。宜しくお願い致します。

【外】胆嚢摘出術 24件 【整】人工関節置換術（膝など） 27件 【耳】口蓋扁桃手術 62件

当院で行った主な手術（1月～3月）当院で行った主な手術（1月～3月）当院で行った主な手術（1月～3月）

当院の疾患別退院患者数（1月～3月）当院の疾患別退院患者数（1月～3月）当院の疾患別退院患者数（1月～3月）
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59 62 102 295 72 344 113 300 76 177 96

■ 神経系　■ 眼科系　■ 耳鼻系　■ 呼吸器系　■ 循環器系　■ 消化器系　■ 筋骨格系　■ 女性・分娩　■ 新生児
■ 小児　　■ 外傷　　■ その他

５月19日　　内科、外科、小児科、放射線科
７月21日　　内科、外科、耳鼻科、放射線科

６月16日　　内科、外科、産婦人科、放射線科５月19日　　内科、外科、小児科、放射線科 ６月16日　　内科、外科、産婦人科、放射線科

「地域連携合同カンファレンス」これからの予定「地域連携合同カンファレンス」これからの予定「地域連携合同カンファレンス」これからの予定
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診察、検査の予約は地域医療連携室へ
TEL. 027-223-1373（直通）
FAX. 027-223-1374（直通）

外来診療担当医一覧表外来診療担当医一覧表外来診療担当医一覧表
【平成21年４月１日現在】

※脳外科は、他科からの紹介患者のみで、火曜日の午後と金曜日の午後に外来診療を行っております。
※内科の午後の禁煙外来は16時より完全予約制で行っております。

４

科 曜 月 火 水 木 金

内 科

午 前
北原

羽鳥　戸塚
大山（啓）

関
戸塚　庭野

北原
大山（啓）　羽鳥

北原
今井　戸塚

予・今井（循環器）
関

庭野　奥

午 後
（予約）

大沢（神経内科）
今井（循環器）
関（循環器）

北原（循環器）
奥（循環器）

伊藤（循環器）
今井（糖尿病）

北原（禁煙外来）
庭野（循環器）
牧岡（神経内科）
大山（啓）（一般内科）

北原（循環器）
羽鳥（循環器）

大山（良）（糖尿病）

和漢診療科 午 前 小暮

小 児 科

午 前 田代
佐藤（10：30～）

須永
堀口（10：30～）

予・須永（神経発達）
（10：30～）

田代
堀口（10：30～）

水野
田代（10：30～）

須永
堀口（10：30～）
予・望月（アレルギー）

午 後
（予約）

須永（神経発達）
水野（専門）
田代（専門）

吉澤（幸）（乳健）
吉澤（千）（乳健）
佐藤（乳健・ＢＣＧ）
須永（検査）

須永（神経発達）
佐藤（予防注射）

田代（心臓）／
篠原（心臓）（第３）
懸川（腎臓）

吉澤（千）（検査）

堀口（腎臓）（隔週）
／吉澤（千）（腎臓）
須永（神経発達）
水野（アレルギー）
望月（アレルギー）

外 科 午 前

内藤
東海林
山田

（特殊）大腸

内藤
桐山

福地
山岸

内藤
鈴木

東海林　山岸
（特殊）乳腺

東海林
福地

内藤　桐山
（特殊）大腸・肛門

消 化 器 科 午 前 湯浅 堀内 湯浅／堀内（隔週）
（特殊）肝臓

皮 膚 科 午 前 群大 午 後 群大

整 形 午 前
寺内
堤　中川
関

寺内
中川　畑山
喜多川

畑山
関
喜多川

長谷川（足外来）
堤　中川
畑山

寺内
堤　関
喜多川

産 科
婦 人 科

午 前
狩野（一般外来）
井上（一般外来）
高橋（妊婦健診）

南雲（一般外来）
狩野（妊婦健診）

太田（一般外来）
栗原（一般外来）
金井（妊婦健診）

金井（一般外来）
狩野（一般外来）
太田（妊婦健診）

高橋（一般外来）
井上（一般外来）
栗原（妊婦健診）

午 後
（予約）

太田（手術後）
栗原（手術後・妊娠） 手術 太田（手術予約）

高橋（更年期・漢方）

太田（妊婦）
高橋（術後）
検査 

狩野（手術後・妊婦）
矢﨑（手術後・妊婦）

眼 科 午 前 前嶋 前嶋 前嶋 前嶋 下田

耳鼻咽喉科
午 前 竹越

塚田（10：30～）
竹越（10：30～）

塚田
竹越

塚田（10：30～）
竹越（10：30～）

塚田
竹越

塚田（10：30～）

午 後 竹越／塚田（隔週） 手術 竹越／塚田（隔週） 手術 手術

歯 科 午 前
午 後 平林 平林 平林 平林 平林

麻 酔 科 午 前 中島 今 富岡 富岡 中島

ペ イ ン 午 前 今 中島 富岡


