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臨床研修病院ガイド
ぐ んまの

病院紹介動画を
配信中

草津温泉（群馬県吾妻郡草津町） ドクターヘリ（協力：前橋赤十字病院、（株）朝日航洋）

シンクロトロン加速器（協力：群馬大学）手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」（協力：伊勢崎市民病院）（群馬県高崎市）
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群馬大学
医学部附属病院 TEL:027-220-7793

c-center@ml.gunma-u.ac.jp

病院名No お問い合わせ先所在地

臨床研修センター事務局　菊池〒371-8511
前橋市昭和町3-39-15

TEL:027-322-5901
wachi.kouta.ey@mail.hosp.go.jp

事務部管理課職員係　和地 〒370-0829 
高崎市高松町36

前橋赤十字病院 TEL:027-265-3333
mrc-rinken@maebashi.jrc.or.jp

研修管理課　久保田〒371-0811
前橋市朝倉町389-1

伊勢崎市民病院 TEL:0270-25-5022
office@hospital.isesaki.gunma.jp

総務課　田島〒372-0817
伊勢崎市連取本町12-1

利根保健生活協同組合
利根中央病院

独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター

多野藤岡医療事務市町村組合
公立藤岡総合病院

TEL:0278-22-4321
tone-ikyokujimu@tonehoken.or.jp

医局事務課 医学生担当　藤林〒378-0012
沼田市沼須町910-1

桐生地域医療組合
桐生厚生総合病院 TEL:0277-44-7172

kikaku01@kosei-hospital.kiryu.gunma.jp

経営政策課 病院政策係　新井〒376-0024
桐生市織姫町6-3

富岡地域医療企業団
公立富岡総合病院 TEL:0274-63-2111

syomu@tomiokahosp.jp

総務課庶務係　横山〒370-2393
富岡市富岡2073-1

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合
太田記念病院 TEL:0276-55-2200

kensyu@ota-hosp.or.jｐ

企画管理部 人事課　小塚〒373-8585
太田市大島町455-1

邑楽館林医療企業団
公立館林厚生病院 TEL:0276-72-3140

isihi-kakuho@tatebayashikoseibyoin.jp

診療支援室医師確保支援係　福田〒374-8533
館林市成島町262-1

独立行政法人地域医療機能推進機構

群馬中央病院 TEL:027-221-8165
rinshou@gunma.jcho.go.jp

総務企画課　平方〒371-0025
前橋市紅雲町1-7-13

TEL:0274-22-3311
kenshuu@fujioka-hosp.or.jp

研修管理センター　金澤〒375-8503
藤岡市中栗須813-1

医療法人社団日高会
日高病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
群馬県済生会前橋病院

TEL:027-362-6201
kanri@hidaka-kai.com

研修管理センター　鳥屋〒370-0001
高崎市中尾町886

TEL:027-252-6011
rinshoukenshu@maebashi.saiseikai.or.jp

臨床研修室　清水・伊勢〒371-0821
前橋市上新田町564-1

独立行政法人国立病院機構
渋川医療センター TEL:0279-23-1010

hiratsuka.takuya.tw@mail.hosp.go.jp

管理課　平塚〒377-0280
渋川市白井383 
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ここが、医師のわたしが 育つ場所。

ぐんまの病院
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ぐんまってこんなとこ！
首都東京から100キロ圏内にありながら、
水と緑の豊かな自然環境に恵まれています。
安心・快適な暮らしやすい風土が自慢。

これらの病院を見学・受験する際に、
県が旅費を一部補助します。
詳しくは、P.11をご覧ください。

2 3

群馬県では前橋赤十字病院
を基地病院として、ドクター
ヘリを運航しています。

ドクターヘリの運航

01

群馬大学医学部附属病院
前橋市昭和町3-39-15
TEL 027-220-7１１１
FAX 027-220-7808

02

高崎市高松町36
TEL 027-322-5901
FAX 027-327-1826

03

前橋赤十字病院
前橋市朝倉町389-1
TEL 027-265-3333
FAX 027-225-5250

04

伊勢崎市民病院
伊勢崎市連取本町12-1
TEL 0270-25-5022
FAX 0270-25-5023

14

渋川市白井383
TEL 0279-23-1010
FAX 0279-23-1011

渋川医療センター
独立行政法人国立病院機構

群馬県済生会前橋病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部

13

前橋市上新田町564-1
TEL 027-252-6011
FAX 027-253-0390

12

高崎市中尾町886
TEL 027-362-6201
FAX 027-362-8901

11

藤岡市中栗須813-1
TEL 0274-22-3311
FAX 0274-24-3161

10

前橋市紅雲町1-7-13
TEL 027-221-8165
FAX 027-224-1415

群馬中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構

日高病院
医療法人社団日高会

公立藤岡総合病院
多野藤岡医療事務市町村組合

05

利根中央病院
利根保健生活協同組合

沼田市沼須町910-1
TEL 0278-22-4321
FAX 0278-22-4393

06

桐生市織姫町6-3
TEL 0277-44-7172
FAX 0277-44-7170

桐生厚生総合病院
桐生地域医療組合

08

太田市大島町455-1
TEL 0276-55-2200
FAX 0276-55-2205

太田記念病院
ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合

09

館林市成島町262-1
TEL 0276-72-3140
FAX 0276-72-5445

公立館林厚生病院
邑楽館林医療企業団

高崎総合医療センター
独立行政法人国立病院機構

07

富岡市富岡2073-1
TEL 0274-63-2１１１
FAX 0274-64-3377

公立富岡総合病院
富岡地域医療企業団

群馬県医師会では、女性医
師が育児と仕事を両立する
ための支援として、保育サポ
ーターバンクを運営してい
ます。

保育サポーターバンクの運営
がんに対する世界最先端の
治療を行う重粒子線治療施
設を、群馬県と群馬大学の
共同事業として群馬大学医
学部附属病院内に整備し、
運用されています。

重粒子線治療施設の整備
群馬県では、全国初の取り
組みとして、所得制限など給
付要件を設けずに、入院・通
院を問わず中学校卒業まで
の医療費が無料となってい
ます。

子ども医療費の完全無料化
医療先進県

ぐんまの
取り組み



群馬大学医学部附属病院

専門性の高い診療から一般診療
までの幅広い経験と、到達目標
の達成を両立したい方

しなやかさと確かさで、
Science、Ethics、Skillを究める！

■病院長名：齋藤 繁
■診療科目：23科目
内科、循環器内科、神経内科、外科、心臓血管外科、整形外科、脳
神経外科、形成外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦
人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、病理診
断科、臨床検査科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科

1816.7人

1日平均外来患者数

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　鈴木 一設先生
当院には多数の診療科がありプログラムの自
由度も非常に高いため、自身の目標に合わせ
た研修プログラムを組むことが可能です。各
診療科においても、指導医の先生方が研修医
の目標に沿った指導をして下さるため、常に
目的意識を持って研修ができています。

群馬県内随一の病床・スタッフを有し、34の診療科・部門
で研修が可能です。県内有数の救急車受入台数（4,000
件以上/年）、指導医200名以上、協力病院・施設での研修
も充実しています。1

将来の専門分野をこれからじっ
くり考えたい方、すでに決まって
いる方

2

学術活動や研究、国内外の最新
の診療や、質の高い医療に興味
がある方

3

543.9人

1日平均入院患者数

295人

常勤医師数

214人

指導医師数

1

指導医　池田 佳生先生
高度かつ先端的な診療を担当する各専門領域
において、経験豊富な指導医のもとで充実し
た研修を行うことができます。その後もシー
ムレスに専門領域の診療手技を磨いて皆さん
のキャリアパスへ邁進できることが大学病院
での研修の魅力です。

DATA

386.3人756.7人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

130人

常勤医師数

54人

指導医師数

469人795人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

156人

常勤医師数

71人

指導医師数

357.4人829.6人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

101人

常勤医師数

49人

指導医師数

こんな人におすすめ！

様々な症例を経験し、豊富な手
技や知見を学びたい方

救急医療からプライマリ・ケアまでの
幅広い症例を経験

■病院長名：小川 哲史
■診療科目：29科目
総合診療科、内分泌代謝内科、神経内科、心臓血管内科、消化器
内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、救急科、乳腺内分泌外科、脳神経
外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、産婦人
科、皮膚科、臨床検査科、病理診断科、精神科、画像診断科、放射
線治療科、麻酔科、小児科、泌尿器科、歯科口腔外科、眼科、眼形
成眼窩外科、形成外科、疼痛緩和内科

病院の特徴研修医・指導医の声

研修医　Sさん
当院ではcommon diseaseから珍しい症例まで幅広く経験する
ことができます。診療科も豊富でさまざまな手技や知見について
学べますし、病院内はとても活気があり、研修医同士や指導医の
先生とも仲が良く、毎日有意義な研修を行っています。

当院は群馬県西部医療圏における中核病院であり、急性
期医療を担っています。当院の臨床研修は総合診療科と
救急科を必須にし、プライマリ・ケアに必要な症例を豊富
に経験することができます。1

幅広い裁量の下、能動的に研修
し自立した研修医になりたい方
2

たくさんの同期研修医と切磋琢
磨しながら学んでいきたい方
3

2

指導医　佐藤 正通先生
当院は救命救急センターと地域支援病院の指
定を受け、３次救急からプライマリ・ケアまで
症例がとても豊富です。地域がん拠点病院と
してのがん治療症例も経験できます。研修医
数は県内でもトップクラスです。当院での研
修を希望される皆さんをお待ちしています。

DATA

こんな人におすすめ！

前橋赤十字病院

熱意と情熱を持つ、好奇心旺盛
で元気な方

幅広い診療科をフレキシブルにローテーションできる
研修体制

■病院長名：中野 実
■診療科目：31科目
総合内科、 リウマチ・腎臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、
感染症内科、精神科、脳神経内科、脳神経外科、呼吸器内科、呼吸
器外科、消化器内科、心臓血管内科、外科、乳腺・内分泌外科、心
臓血管外科、小児科、産婦人科、整形外科、形成・美容外科、皮膚
科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線診断科、放射線治療科、
麻酔科、リハビリテーション科、歯科・口腔外科、救急科、病理診断
科、臨床検査科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　道下 夏帆先生
豊富な診療科からフレキシブルな研修を組め
る当院では、鑑別・診断・治療～退院まで患者
さんの主治医として診療に臨みます。教育体
制も手厚く、困った時には先生方のサポート
のもと着実に力をつけていくことができま
す。ぜひ一度見学へいらしてください！

common diseaseを豊富に経験できる一方、高度救命救
急センター、基幹災害拠点病院、ドクターヘリ基地病院で
もあり、全国屈指の最前線の医療を学ぶこともできます。1

救急車救急搬送とドクヘリなど
重症救急患者の診療に携わりた
い方

2

多くの専門科を経験したい方3

3

指導医　黒崎 亮先生
当院はドクターヘリのある高度救命救急セン
ターであり、災害拠点病院であり、地域がん診
療連携拠点病院であるため、外傷救急から緩
和ケアまで多種多様な患者を診療していま
す。すべての医療についての研修が可能なの
で、熱意ある研修医をお待ちしております。

DATA

こんな人におすすめ！

伊勢崎市民病院

熱意があり与えられた仕事だけ
ではなく、自ら考え行動できる方

地域の拠点病院として、急性期医療を中心に幅広い役
割を担っています

■病院長名：小林 裕幸
■診療科目：25科目
内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内
科、小児科、外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管
外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテ
ーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、麻酔科、
歯科口腔外科、緩和ケア内科、救急科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　木部 朱理先生
広い医局で研修医を含めて色んな科の先生が
ごちゃ混ぜで座っており、コンサルテーショ
ンやちょっとした質問を気軽にできる環境で
す。救急外来当番として様々な疾患に出会い
経験させていただく過程で、指導熱心な先生
方に優しく教えていただいています。

伊勢崎佐波2次救急医療病院として入院が必要な多くの
救急患者を診療しています。さらに手術支援ロボット「ダ
ヴィンチ」を用いた外科手術など、ハイブリッド手術室を
用いた治療も行っています。1

他職種とのコミュニケーション、
チームワークを大切にする方
2

オンオフの切り替えを大切にし、
仕事とプライベートの両立を図
れる方

3

4

指導医　大谷 健一先生
当病院では大勢の内科系医師や熱意ある外科
系医師が豊富な症例で皆さんを指導・ブラッ
シュアップします。将来の専門分野を決めて
いる皆さんはもちろんですが、まだ全く決め
られない皆さんにも心配のない研修環境で
す。2年間どっぷり浸かって頑張りましょう。

DATA

こんな人におすすめ！

■病床数：731床
■救急指定：3次
■募集研修医数：40名

■宿舎：有（3LDK/3室）
■保育施設：有
　（院内保育所として「ゆめのこ
　保育園」を設置）

■病床数：555床
■救急指定：3次
■募集研修医数：12名

■宿舎：無
　（住居手当 限度額28,500円）
■保育施設：有（病児・病後児
　保育の受入れも可能）

■病床数：494床
■救急指定：２次
■募集研修医数：15名

■宿舎：無
　（住居手当28,000円/月
　まで支給、通勤距離に応じた
　通勤手当支給）
■保育施設：有（院内保育所あり）

■病床数：485床
■救急指定：３次
■募集研修医数：17名

■宿舎：有
　（近隣アパートを病院で契約）
■保育施設：有

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶
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現状の到達度にあわせ、自分の
ペースで研修を進めたい方

人々の悩みに共感でき、適切な倫理観を備え、
生涯にわたり自律的に成長できる医師に

■病院長名：関原 正夫
■診療科目：34科目

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病内
科、内分泌内科、腎臓内科、神経内科、人工透析内科、外科、呼吸
器外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、腫瘍外科、胸部外科、
内視鏡外科、整形外科、脳神経外科、精神科、皮膚科、アレルギー
科、リウマチ科、小児科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産婦人科、眼科、
救急科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科

677人

1日平均外来患者数

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　野中 滉久先生
手厚い指導の下で、救急対応や手技など多く
の経験を積む機会があり、主治医力を養うこ
とができます。コメディカルの方々との関係
も良く、とても働きやすい環境です。また、ア
クティビティの補助があり、OFFの面でも充
実した研修生活を送ることができます。

利根沼田医療圏で唯一の総合病院として、また一部診療
科においては吾妻医療圏まで含め地域医療の中核を担っ
ています。診療所・在宅総合センター・特養と連携し、多様
なニーズに対応しています。1

総合診療を基盤に、3年目に向け
た主治医としてのスキルを習得
したい方

2

自然や観光資源の豊富な地域で、
OFFの時間も充実させたい方
3

234人

1日平均入院患者数

64人

常勤医師数

23人

指導医師数

5

指導医　鈴木 諭先生
常勤医のいない専門科と連携した外来・病棟
診療、救命救急センターがない医療圏での
2.5次救急、生物学的な多彩性に加え、心理・
社会背景的な多彩性に富んだ症例の数々。そ
んな医療圏の総合病院で、自分にできること、
なすべきことを考えてみませんか?

DATA

291人671人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

62人

常勤医師数

35人

指導医師数

222.5人658.5人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

65人

常勤医師数

37人

指導医師数

344人812人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

111人

常勤医師数

64人

指導医師数

こんな人におすすめ！

桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院

利根保健生活協同組合 利根中央病院

ONとOFFを分けてメリハリあ
る研修をしたい方

アットホームな雰囲気で手厚い指導！
じっくりと研修ができます！

■病院長名：加藤 広行
■診療科目：25科目

内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、
血管外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓外科、乳腺外
科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科、
リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、緩和ケア
内科、歯科・歯科口腔外科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　森田 大貴先生
地方の病院ですが、幅広い診療科が揃ってい
ます。また当院には、研修医自身のペースで研
鑽に励める環境があります。スタッフの皆さ
んも優しく、多面的な指導・サポートのもと充
実した研修を行うことができます。県内屈指
の手厚い福利厚生も魅力の１つです。

桐生市とみどり市で構成された公立の地域中核病院で
す。しっかりした福利厚生と指導体制で充実した研修医生
活が送れます。ON・OFF切り替えながら、よい雰囲気で
研修できるところが魅力です。1

小児周産期医療について学びた
い方
2

common diseaseを多く経験
したい方
3

6

指導医　大木 康史先生
研修医は指導医からじっくりと指導を受ける
ことができます。希望により手技を増やすこ
とももちろん可能です。当院はNICUも大変
充実していて魅力溢れる病院です。実際に足
を運んで、見て聞いて、体感してください。見
学も随時受け付けています！

DATA

こんな人におすすめ！

富岡地域医療企業団 公立富岡総合病院

将来の志望科を決めかねてい
て、幅広く進路を考えたい方

「Made in 富総。」～2年間の確かな〝成長〞～

■企業長名：佐藤 尚文
■診療科目：20科目

内科、心療内科、神経内科、消化器科、循環器科、小児科、外科、
整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、歯
科、口腔外科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　廣神 佑香先生
地域の中核病院なので様々な方が救急外来に
来ます。大きすぎない病院で先生方との距離
も近く、いつでも相談できる環境で丁寧に指
導して頂けます。温かく自由度の高い病院で、
私たち一人ひとりに合った研修ができていま
す。ぜひ見学にいらしてください。

「Made in 富総。」をコンセプトに、将来希望する進路を
問わず、2年間の研修過程を経て、頻繁に遭遇する外傷や
疾病に適切に対応できるような基本的診療能力の修得を
目標としています。1

ファーストタッチや初期診断の
力をつけたい方
2

少数精鋭の環境で、じっくり学び
たい方
3

7

指導医　塩野 昭彦先生
広い視野を持って急性期疾患に対応できる研
修を目指しています。教育関連病院にて慢性
期疾患やリハビリ等の研修を行い、急性期・慢
性期の疾患を幅広く経験できます。各科およ
び各部門の連携が良く、病院全体で研修医を
育てる環境づくりをしています。

DATA

こんな人におすすめ！

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院

救急医療からプライマリ・ケアま
での幅広い症例を多く経験した
い方

少数精鋭で実践重視！
2年間の臨床研修で多くのことを経験できます！

■病院長名：有野 浩司
■診療科目：31科目

内科、消化器内科、呼吸器内科、内分泌内科、循環器内科、脳神経
内科、心療内科、腎臓内科、泌尿器科、産婦人科、小児科、小児外
科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、血管外科、心臓血管外科、脳神
経外科、整形外科、形成外科、腎臓外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉
科、救急科、リハビリテーション科、麻酔科（ペインクリニック）、放
射線科、病理診断科、精神科、歯科口腔外科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　渡邉 宏哉先生
当院では、1年目から各診療科のチームの一
員として診療に携わります。指導医の指導の
下、患者さんに触れ、自ら考えて診療を行う
チャンスがあり、手技に関しても多くの経験
を積むことが可能です。皆さんもぜひ一緒に
医師への一歩を踏み出しましょう。

当院は小児救急を含め救急患者が多く、数多くの救急症
例を経験できます。
また少数精鋭で実践重視なので、2年間の臨床研修で多
くのことを経験したい方にとって整った研修環境です。1

少数精鋭、実践重視の密度の高
い研修指導を求めている方
2

福利厚生を重視している方（研
修補助費、職員旅行、院内イベン
トなど盛りだくさん）

3

8

指導医　長野 拓郎先生
初期研修にあたってはcommon diseaseから
専門的治療を必要とする疾患まで、バランスよく
経験できる環境が特長です。初期研修医もチー
ムの一員として積極的に関わる環境も整ってい
ます。ぜひ一度見学に来て、身近な目標である当
院の初期研修医と接してみてください。１～２年
後の成長した自分の姿が想像できるはずです。

DATA

こんな人におすすめ！

■病床数：253床
■救急指定：2次
■募集研修医数：6名

■宿舎：有（住宅手当有り）
■保育施設：有（病児保育有り）

■病床数：328床
■救急指定：1～2次
■募集研修医数：6名

■宿舎：有（6部屋）
■保育施設：有

■病床数：404床
■救急指定：3次
■募集研修医数：7名

■宿舎：無（法人契約で住宅を
　契約・住宅手当40,000円）
■保育施設：有

■病床数：433床
■救急指定：2次
■募集研修医数：7名

■宿舎：有 民間住宅借上げ
　（55,000円助成）
■保育施設：無

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶
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多くのcommon diseaseを経
験し、どんな疾患でも対応でき
るようになりたい方

common diseaseから重症の救急疾患まで多種多様
な疾患を経験できる

■病院長名：新井 昌史
■診療科目：28科目
内科、精神科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、呼吸器内科、血
液・腫瘍内科、消化器内科、内視鏡内科、小児科、外科、整形外科、
脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、皮膚科、泌
尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション
科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、歯科、歯科口腔外科

433.6人

1日平均外来患者数

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　小川 真由子先生
当院は、県境にある病院のため県内外からの
患者さんを受け入れており、common disease
を中心に多くの症例が経験できます。
また、指導医をはじめ多職種と協働して、患者
さんやそのご家族と向き合うことができる
“関わる人との距離の近さ”が当院の魅力です。

病床数が約330床と中規模の病院で、大規模病院とは異
なり、アットホームで明るく、風通しのよい雰囲気です。看
護師・コメディカルも親身にサポートしてくれます。1

将来、群馬県内の地域医療に貢
献しようと考えている方
2

幅広い分野を学び、将来の専門
とする診療科を決めたい方
3

251.5人

1日平均入院患者数

45人

常勤医師数

24人

指導医師数

9

指導医　岡崎 浩先生
当院の初期研修では救急疾患を含めさまざま
な疾患を経験することができます。いずれの
科においてもマンツーマンでの指導体制を基
本としており、研修状況に合わせた指導を受
けられます。また、指導医以外からのサポート
も充実しております。

DATA

252人580人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

60人

常勤医師数

35人

指導医師数

302.2人667.1人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

63人

常勤医師数

41人

指導医師数

190人225人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

67人

常勤医師数

30人

指導医師数

こんな人におすすめ！

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院

邑楽館林医療企業団 公立館林厚生病院

common diseaseを２年間しっ
かり学びたい方

地域に根づいた病院で手技・症例を丁寧に学べます

■病院長名：内藤 浩
■診療科目：24科目
内科、神経内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病・
内分泌内科、小児科、小児外科、整形外科、外科、消化器外科、肛
門外科、緩和ケア外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、病理診断科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、歯
科、精神科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　久保 斐嵩先生
当院の研修は多くの症例・手技を研修するこ
とができ、指導医の先生方も丁寧に指導して
くれます。地域に根ざした病院であり小児科・
産婦人科にも力を入れているため、子どもか
ら大人までcommon diseaseを中心に学ぶ
ことができます。

当院は一般的な中規模病院で、多くの医療スタッフの協
力のもと研修を行っています。1人ひとりに行き届いたき
め細かい指導体制をとっており、しっかりと学べる環境づ
くりに取り組んでいます。1

基幹病院で研修に集中できる環
境を望む方
2

産婦人科・小児科の経験をしっ
かり積みたい方
3

10

指導医　河野 美幸先生
総合性を持った医師を育てるための研修を目
指しています。県庁所在地である前橋市の地
域性を活かし、対象も乳幼児から高齢者まで
幅広い症例を取り扱います。中規模病院なら
ではのフットワーク、地域医療への取り組み
をぜひ当院で学んでください。

DATA

こんな人におすすめ！

多くの救急患者対応を直接経験
し、プライマリ・ケアの実力をつけ
たい方

多彩な専門内科と早期からの手術参加

■病院長名：塚田 義人
■診療科目：27科目
内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、
血液内科、腎臓内科、アレルギ－科、リウマチ科、小児科、外科、整
形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔
科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科、形成外科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　宮下 南先生
明るく綺麗な病院で、院内の雰囲気がとても良
く、指導熱心な先生方や優しいスタッフの方々
に囲まれ、充実した研修生活を送っています。
プログラムの自由度も高く、それぞれの希望
に合わせて自分に合った研修をすることがで
きます。

当院の臨床研修の真摯な取組みは、卒後臨床研修評価機
構からも高い評価を受け、全国でも数少ないエクセレント
賞を授与されています。1

多くの診療科をみて希望の科を
決めたい方（プログラムの選択
の自由度が高いです）

2

内科専門医を目指す方（多彩な
専門内科が存在し、内科専門医
の基幹施設になっています）

3

11

指導医　遠藤 究先生
空気と水の美味しい所で、楽しみながら参加
型の研修が早期から行えます。どの科も少人
数精鋭でやっており、研修医の皆さんも貴重
なスタッフの一員です。

DATA

こんな人におすすめ！

医療法人社団日高会 日高病院

多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院

メリハリがしっかりした研修生活
を送りたい方

一人ひとりの実力を大きく伸ばして
立派な臨床医に育てます

■病院長名：関原 哲夫
■診療科目：22科目
内科、呼吸器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内
科、腎臓内科、リウマチ科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、脳神
経外科、心臓血管外科、腎臓外科、人工透析・移植外科、皮膚科、
リハビリテーション科、救急科、麻酔科、放射線科、病理診断科、歯
科口腔外科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　森田 誠也先生
当院では上級医の先生の指導のもと、研修医
に必要な知識や手技を習得できます。
研修医は出身大や年齢なども多様ですが、み
んな仲良くとてもいい雰囲気です。また、高崎
市内に位置するため都内へのアクセスも良好
です。ぜひ一度見学にお越しください。

2006年10月に管理型研修病院に指定され、開業医から
の紹介と救急搬送される患者が多く、プライマリ・ケアか
ら救急医療までの幅広い症例を経験しながら、基本的臨
床能力が獲得できます。1

基幹病院である内科・総合診療
内科で将来を考えている方
2

設立当初から腎疾患に強みを持
つ病院であり、腎臓外科や腎臓
内科に興味のある方

3

12

指導医　吉川 浩二先生
2008年より初期研修医を受け入れ、初期研修
医から後期研修医に進んだ先生方も多くいま
す。当院での初期研修を経験した上級医の先
生がいることで、将来の自分の進路相談や、研
修での悩みなども相談できる環境にあり、安心
して研修に取り組めると思います。

DATA

こんな人におすすめ！

■病床数：329床
■救急指定：2次
■募集研修医数：6名

■宿舎：有
■保育施設：有

■病床数：399床
■救急指定：2次
■募集研修医数：7名

■宿舎：無（住居手当あり）
■保育施設：有
　（病児保育も有り）

■病床数：287床
■救急指定：2次
■募集研修医数：4名

■宿舎：無
■保育施設：有

■病床数：333床
■救急指定：2次
■募集研修医数：7名

■宿舎：無（住居手当有・上限
　28,000円/月）
■保育施設：有

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶

病院HPは
こちら▶
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群馬県済生会前橋病院

協調性があり、患者さんに真摯
に向き合える方

柔軟なプログラム、充実の指導医陣、そして
実践型の研修が行えます

■病院長名：細内 康男
■診療科目：29科
内科、血液内科、腎臓リウマチ内科、人工透析内科、内分泌・糖尿
病内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、心臓内
科、血管内科、小児科、外科、胃腸外科、大腸・肛門外科、肝臓・胆
のう・膵臓外科、乳腺外科、呼吸器外科、整形外科、リハビリテー
ション科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、放射線科、麻酔科、ペイ
ンクリニック内科、ペインクリニック外科、病理診断科、緩和ケア
内科

444.8人

1日平均外来患者数

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　太田 康裕先生
当院は市中病院でありながら、各診療科が専
門性の高い診療をおこなっているため、幅広い
症例を経験できます。実際の手技に携われる
機会も多く、実践的な研修ができることもポイ
ントの一つです。協力施設も充実しておりバラ
ンスよく症例経験ができます。

当院は社会福祉法人恩賜財団済生会が設置運営する公
的病院です。地域医療支援病院として、救急医療と専門性
の高い医療の提供に努め、地域に根づいた病院を目指し
ています。1

実践的な研修を望まれている方2

自主性が高く、主体的に研修に
取り組める方
3

241人

1日平均入院患者数

65人

常勤医師数

31人

指導医師数

13

指導医　初見 菜穂子先生
当院の特徴は質量共に揃った豊富な症例と専
門性の高さ、そして充実した指導医です。一つ
ひとつの症例を的確に診断・治療していくなか
で、プライマリ・ケアの修得から高度専門医療
に至るまで、幅広いプロセスを体得できます。

DATA

323.4人440.9人

1日平均外来患者数 1日平均入院患者数

57人

常勤医師数

38人

指導医師数

こんな人におすすめ！

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター

社会福祉法人
恩賜財団済生会支部

自分のペースに合わせた無理の
ない研修をしたい方

自身に合ったペースで一般的な疾患から専門的な
疾患まで幅広い研修ができます

■病院長名：蒔田 富士雄
■診療科目：29科目
綜合診療科、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、脳神経
内科、血液内科、内分泌・代謝内科、外科、呼吸器外科、循環器外
科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、整形外科、形成外科、脳神経
外科、精神腫瘍科、小児科（重症心身障害児（者））、皮膚科、泌尿
器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放
射線治療科、病理診断科、臨床検査科、麻酔科、救急科

病院の特徴研修医・指導医の声
研修医　伊藤 一真先生
当院では、科目選択の自由度が高い上、個々の
科目においても研修内容への希望にフレキシ
ブルに対応頂けるので、自分のペースで一歩
一歩着実に学んでいけます。指導医の先生方
からも研修医の自主性を尊重しながら丁寧に
ご指導頂け、向上心につながります。

当院は、地域がん診療連携拠点病院・地域医療支援病
院・救急告示病院・災害拠点病院などに指定され、群馬県
北毛地域の基幹病院として地域医療の役割を果たして
います。1

将来目指したい診療科の専門医
に必要な知識や技術の習得をし
たい方

2

さまざまな選択科目を自由に研
修したい方
3

14

指導医　吉井 明弘先生
当院は少人数の研修医に対し複数の指導医が
担当、一人ひとりに対しきめ細やかな指導を
行っております。研修医自ら学びたいことが選
択できるように自由度の高い研修内容であり、
メンター制度もしっかりしており、充実した研
修生活が行えるよう努めております。

DATA

こんな人におすすめ！

ガイダンスやセミナーなどの開催
県内の臨床研修病院が一堂に会した合同ガ

イダンスの開催、県外フェアの出展、メルマ

ガの配信など医学生向けの事業のほか、本

県で臨床研修を始める医師の合同オリエン

テーションやオンラインセミナー、症例発表

会など研修医向けの事業も行っています。

ぐんま総合医会とレジデントサポート協議会

■病床数：323床
■救急指定：2次
■募集研修医数：6名

■宿舎：無
■保育施設：有（保育園、病児･
　病後児保育施設を併設）

■病床数：450床
■救急指定：2次
■募集研修医数：6名

■宿舎：有
■保育施設：無

基幹型臨床研修病院と群馬大学、県医師会、群馬県などで構成する「ぐんま総合
医会」と「ぐんまレジデントサポート協議会」が、群馬での研修を検討中の皆さんや
研修医の皆さんをサポートします。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら詳しくはこちら

総合ポータルサイトOPENしました！

ぐんまの臨床研修病院
紹介動画の作成

県外医学生病院見学等
助成事業

群馬県医学生
修学資金

県内すべての臨床研修
病院を紹介する動画を公
開中！
群馬県公式YouTube 
チャンネル「tsulunos」、
レジナビWEBで配信し
ています。

県外の医学部に通う医学
生を対象に、臨床研修病
院の見学や受験の際に必
要な交通費の一部を助成
します。

将来、「群馬県の地域医療
に貢献したい」と考えてい
る医学部５年生（群馬大学
の学生は県外出身者に限
ります）に対して、卒業ま
での２年間、修学資金を貸与します。
※一定期間県内の病院に従事した場合、返還が
免除となります。詳しくは県ＨＰ（ＱＲコード）へ！

群馬県医師会が実施する保育サポーターバンクでは、
子育て医師を対象に、仕事と家庭を両立するためのサ
ポート（子どもの預かり保育・送迎・病児・病後児保育
など）を行っています。
利用料は、一部助成されます。ぜひご活用ください！

充実した子育て支援！

将来、群馬県内の公立病院などにおいて、特に充実する必要のある診療
科（小児科、産婦人科など）に勤務する意欲のある研修医（臨床研修医・専
攻医）に修学研修資金を貸与します。

群馬県医師確保修学研修資金

・ぐんま総合医会 事務局
・ぐんまレジデントサポート協議会 事務局
（群馬県健康福祉部医務課 医師確保対策室）

〒371-8570  群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL：027-226-2540　FAX：027-223-0531  Email：imuka@pref.gunma.lg.jp

詳しくはこちら

総合情報サイト

ぐんまの医師確保対策
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○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○伊勢崎市民病院
○公立藤岡総合病院
○渋川医療センター
○利根中央病院
○県立がんセンター
○深谷赤十字病院（埼玉県）

○群馬大学医学部附属病院
○日高病院
○高崎総合医療センター
○亀田総合病院（千葉県）
○公立富岡総合病院
○原町赤十字病院
○東邦病院

○群馬大学医学部附属病院
○済生会前橋病院
○東邦病院

○群馬大学医学部附属病院
○日高病院
○渋川医療センター
○東埼玉病院（埼玉県）

○県立がんセンター
○前橋赤十字病院
○日産厚生会玉川病院（東京都）

○渋川医療センター
○JCHO東京新宿メディカルセンター（東京都）

○群馬大学医学部附属病院

○群馬大学医学部附属病院
○平成日高クリニック
○沼田病院
○太田記念病院
★榛名荘病院

○群馬大学医学部附属病院
○長野中央病院（長野県）
○埼玉医科大学総合医療センター

群馬大学
医学部附属病院
【定員：３０人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

基幹施設 問い合わせ先連携施設・関連施設

前橋赤十字病院
【定員：６人】

研修管理課
TEL:027-265-3333

伊勢崎市民病院
【定員：４人】

総務課
TEL:0270-25-5022

高崎総合医療センター
【定員：5人】

管理課
TEL:027-322-5901

太田記念病院
【定員：4人】

企画管理部人事課
TEL:0276-55-2200

群馬中央病院
【定員：５人】

総務企画課
TEL:027-221-8165

公立藤岡総合病院
【定員：４人】

研修管理センター
TEL:0274-22-3311

日高病院
【定員：4人】

研修管理センター
事務局

TEL:027-362-6201

利根中央病院
【定員：３人】

医局事務課
TEL:0278-22-4321

前橋赤十字病院
【定員：3人】

研修管理課
TEL:027-265-3333

県立小児医療センター
【定員：5人】

事務局
TEL:0279-52-3551

○済生会前橋病院
○上武呼吸器科内科病院
○日高病院
○公立富岡総合病院
○原町赤十字病院
○東邦病院
○太田記念病院
○佐久医療センター（長野県）

○済生会前橋病院
○深谷赤十字病院（埼玉県）
○公立藤岡総合病院
○西吾妻福祉病院
○桐生厚生総合病院
○沖縄県立中部病院（沖縄県）　

○前橋赤十字病院
○桐生厚生総合病院

○済生会前橋病院
○公立富岡総合病院
○公立館林厚生病院

○日高病院
○獨協医科大学病院（栃木県）

○JCHO東京城東病院（東京都）

○老年病研究所附属病院

○日高リハビリテーション病院
○原町赤十字病院
○東京女子医科大学病院（東京都）
★通町診療所

○群馬中央病院
○群馬県立心臓血管センター
★片品診療所

○前橋赤十字病院
○伊勢崎市民病院
○公立富岡総合病院
○深谷赤十字病院（埼玉県）

○さわらび福祉医療センター

○前橋赤十字病院
○桐生厚生総合病院

群馬大学
医学部附属病院
【定員：１２人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

基幹施設 問い合わせ先連携施設・関連施設

基幹施設 問い合わせ先連携施設・関連施設

○群馬中央病院
○高崎総合医療センター
○県立小児医療センター

○県立小児医療センター

○群馬中央病院

○前橋協立病院
○公立藤岡総合病院
○桐生厚生総合病院

○渋川医療センター

○伊勢崎市民病院

○前橋赤十字病院
○渋川医療センター
○佐野厚生総合病院（栃木県）

群馬大学
医学部附属病院
【定員：10人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○伊勢崎市民病院
○桐生厚生総合病院

○石井病院
○太田記念病院

○連携施設　▲関連施設　★特別連携施設 (令和4年10月時点)

○前橋赤十字病院
○こころの健康センター
○原病院
○西毛病院
○中之条病院
○東京都立松沢病院（東京都）

群馬大学
医学部附属病院
【定員：6名】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

県立精神医療センター
【定員：４人】

総務課
TEL:0270-62-3311

三枚橋病院
【定員：３人】

赤城病院
【定員：4人】

群馬病院
【定員：3人】

総務部
TEL:0276-26-7511

医局
TEL:027-269-5111

経営管理本部
TEL:027-373-2251

問い合わせ先連携施設・関連施設
○厩橋病院
○県立精神医療センター
○サンピエール病院
○上之原病院
○東京大学医学部附属病院（東京都）

基幹施設

○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○伊勢崎佐波医師会病院
○石井病院
○日高病院
○野口病院
○関越中央病院
○くすの木病院
○渋川医療センター
○沼田病院
○県立がんセンター
○イムス太田中央総合病院
○埼玉県立がんセンター（埼玉県）
○宇都宮病院（栃木県）

群馬大学
医学部附属病院
【定員：２４人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

群馬大学
医学部附属病院
【定員：10人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

高崎総合医療センター
【定員：３人】

管理課
TEL:027-322-5901

前橋赤十字病院
【定員：１人】

研修管理課
TEL:027-265-3333

問い合わせ先連携施設・関連施設
○前橋赤十字病院
○善衆会病院
○伊勢崎福島病院
○角田病院
○松井田病院
○真木病院
○公立藤岡総合病院
○公立富岡総合病院
○北毛病院
○利根中央病院
○公立館林厚生病院
〇恵愛堂病院
○埼玉県立循環器・呼吸器病センター（埼玉県）
○今井病院（栃木県）

○済生会前橋病院
○伊勢崎市民病院
○鶴谷病院
○高崎総合医療センター
○博仁会第一病院
○須藤病院
○光病院
○県立小児医療センター
○原町赤十字病院
○桐生厚生総合病院
○本島総合病院
○小川赤十字病院（埼玉県）
○秩父病院（埼玉県）

基幹施設

問い合わせ先連携施設・関連施設

○群馬中央病院 ○公立富岡総合病院 ○県立がんセンター

基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：10人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○高崎総合医療センター
○群馬整肢療護園
○公立富岡総合病院
○原町赤十字病院
○桐生厚生総合病院
○聖隷浜松病院 （静岡県）

○群馬大学医学部附属病院

問い合わせ先連携施設・関連施設

○前橋赤十字病院
○善衆会病院
○日高病院
○榛名荘病院
○県立小児医療センター
○群馬リハビリテーション病院
○堀江病院
○県立がんセンター

○原町赤十字病院

○済生会前橋病院
○伊勢崎市民病院
○サンピエール病院
○公立藤岡総合病院
○渋川医療センター
○利根中央病院
○深谷赤十字病院（埼玉県）

○深谷赤十字病院（埼玉県）

基幹施設

ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧ぐんまの専門研修病院体制一覧

○上毛病院
○赤城病院
○高崎総合医療センター
○田中病院
○岸病院
○群馬病院

○前橋赤十字病院
○老年病研究所附属病院
○高崎総合医療センター
○くすの木病院
○北関東循環器病院
○桐生厚生総合病院
○公立館林厚生病院
○国際医療福祉大学病院（栃木県）

○県立心臓血管センター
○太田記念病院
○伊勢崎市民病院
○渋川医療センター
○利根中央病院
○公立館林厚生病院

○県立心臓血管センター
○公立富岡総合病院
○公立館林厚生病院

○県立心臓血管センター
○博仁会第一病院
○桐生厚生総合病院
○東京医療センター（東京都）

○北里大学病院（神奈川県）
○埼玉医科大学病院（埼玉県）
○東邦大学医療センター大橋病院（東京都）

○利根中央病院

○済生会前橋病院

○公立碓氷病院
○渋川医療センター
○自治医科大学附属さいたま医療センター（埼玉県）

★善衆会病院
★緩和ケア診療所いっぽ

○前橋赤十字病院
○耳原総合病院（大阪府）
○筑波大学附属病院

○沼田病院 ★上野村へき地診療所 ★神流町国民健康保険直営中里診療所
★西吾妻福祉病院 ★四万へき地診療所 ★六合温泉医療センター
★長野原町へき地診療所 ★東吾妻町国民健康保険診療所

○前橋赤十字病院 ○群馬中央病院 ○伊勢崎市民病院
○公立藤岡総合病院 ○公立富岡総合病院 ○県立小児医療センター
○利根中央病院 ○桐生厚生総合病院 ○県立がんセンター
○高崎総合医療センター ○さいたま赤十字病院 ○太田記念病院

○さわ病院（大阪府）

○前橋赤十字病院
○中之条病院

○こころの健康センター
○高崎総合医療センター

○群馬大学医学部附属病院
○赤城病院

○埼玉医科大学国際医療センター（埼玉県）○赤城病院

○三枚橋病院○県立精神医療センター
○平和病院（沖縄県）

○赤城高原ホスピタル○高崎総合医療センター
○昭和大学附属烏山病院（東京都）

○慶應義塾大学病院（東京都）

形成外科　R5より群馬大学医学部附属病院で専門研修プログラムが開始予定

小児科

整形外科

産婦人科

外科

精神科

皮膚科

内科
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群馬大学
医学部附属病院
【定員：4人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○前橋赤十字病院
○日高病院
○太田記念病院
▲鶴谷病院
▲県立小児医療センター
▲長野中央病院（長野県）

問い合わせ先連携施設・関連施設
○済生会前橋病院
○公立富岡総合病院
○北関東循環器病院
▲サンピエール病院
▲渋川医療センター
▲軽井沢病院（長野県）

○群馬中央病院
○桐生厚生総合病院
▲伊勢崎市民病院
▲公立藤岡総合病院
▲原町赤十字病院

基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：５人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○前橋赤十字病院
○公立富岡総合病院
○群馬中央病院
○自治医科大学附属病院（栃木県）

問い合わせ先連携施設・関連施設
○伊勢崎市民病院
○公立館林厚生病院
○厚生中央病院(東京都）

○高崎総合医療センター
○東京医科大学病院（東京都）
○埼玉医科大学国際医療センター（埼玉県）

基幹施設

○前橋赤十字病院
○高崎総合医療センター
○公立藤岡総合病院
○桐生厚生総合病院
○秩父市立病院（埼玉県）

群馬大学
医学部附属病院
【定員：７人】

問い合わせ先連携施設・関連施設

○善衆会病院
○日高病院
○公立富岡総合病院
○県立がんセンター
○足利赤十字病院（栃木県）

○伊勢崎市民病院
○黒沢病院
○渋川医療センター
○公立館林厚生病院

基幹施設

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：８人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：１２人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○公立藤岡総合病院
○桐生厚生総合病院
○神奈川県立がんセンター（神奈川県）
○埼玉医科大学総合医療センター（埼玉県）
○佐久医療センター（長野県）
○杏林大学医学部附属病院（東京都）
○がん研究会有明病院（東京都）

○前橋赤十字病院
○伊勢崎市民病院
○公立富岡総合病院
○県立がんセンター
○埼玉県立がんセンター（埼玉県）
○国立がん研究センター東病院（千葉県）
○愛知県がんセンター（愛知県）
○日高病院

○済生会前橋病院
○高崎総合医療センター
○渋川医療センター
○公立館林厚生病院
○埼玉医科大学国際医療センター（埼玉県）
○放射線医学総合研究所
重粒子医科学センター病院（千葉県）

○国立がんセンター中央病院（東京都）

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設
○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○日高病院
○公立富岡総合病院
○利根中央病院
○公立館林厚生病院
○深谷赤十字病院（埼玉県）
○日本赤十字社医療センター（東京都）
○佐久医療センター（長野県）

○前橋赤十字病院
○伊勢崎市民病院
○榛名荘病院
○県立小児医療センター
○桐生厚生総合病院
○埼玉県立がんセンター（埼玉県）
○行田総合病院（埼玉県）
○足利赤十字病院（栃木県）
○自治医科大学（栃木県）

○済生会前橋病院
○高崎総合医療センター
○公立藤岡総合病院
○渋川医療センター
○県立がんセンター
○埼玉県立循環器・呼吸器病センター（埼玉県）

○荻窪病院（東京都）
○済生会宇都宮病院（栃木県）
○埼玉医科大学総合医療センター（埼玉県）

○太田記念病院

○前橋赤十字病院

○三井記念病院（東京都）

○小張総合病院（千葉県）

○板橋中央総合病院（東京都）

○栃木県立がんセンター（栃木県）

群馬大学
医学部附属病院
【定員：２5人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

前橋赤十字病院
【定員：２人】

研修管理課
TEL:027-265-3333

太田記念病院
【定員：２人】

企画管理部人事課
TEL:0276-55-2200

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：３人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○県立心臓血管センター
○群馬中央病院
○伊勢崎佐波医師会病院
○公立藤岡総合病院
○渋川医療センター
○桐生厚生総合病院
○公立館林厚生病院
○埼玉県立がんセンター（埼玉県）
○足利赤十字病院（栃木県）

○前橋赤十字病院
○老年病研究所附属病院
○高崎総合医療センター
○公立富岡総合病院
○原町赤十字病院
○恵愛堂病院
○太田記念病院
○深谷赤十字病院（埼玉県）
○獨協医科大学病院（栃木県）

○済生会前橋病院
○伊勢崎市民病院
○日高病院
○県立小児医療センター
○利根中央病院
○県立がんセンター
○埼玉医科大学病院（埼玉県）
○防衛医科大学校病院（埼玉県）
○新潟大学医歯学総合病院（新潟県）

○日高病院 ○太田記念病院 ○宏愛会第一病院
○前橋赤十字病院 ○利根中央病院 ○桐生厚生総合病院

群馬大学医学部附属病院
【定員：4人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設

群馬大学
医学部附属病院
【定員：３人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

前橋赤十字病院
【定員：７人】

研修管理課
TEL:027-265-3333

太田記念病院
【定員：3人】

企画管理部人事課
TEL:0276-55-2200

○群馬大学医学部附属病院
○渋川医療センター
○東海大学医学部附属病院（神奈川県）
▲森山記念病院

○前橋赤十字病院
○桐生厚生総合病院
▲伊勢崎市民病院

○高崎総合医療センター
○海老名総合病院
▲利根中央病院

○前橋赤十字病院
○渋川医療センター
▲日高病院

○伊勢崎市民病院
○桐生厚生総合病院
▲利根中央病院

○高崎総合医療センター
○太田記念病院

群馬大学
医学部附属病院
【定員：3人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

○済生会前橋病院
○中央群馬脳神経外科病院
○群馬リハビリテーション病院

問い合わせ先連携施設・関連施設
○老年病研究所附属病院
○日高リハビリテーション病院
○日高病院

○伊勢崎福島病院
○公立藤岡総合病院

基幹施設

問い合わせ先連携施設・関連施設基幹施設
○群馬中央病院
○高崎総合医療センター
○博仁会第一病院
○西吾妻福祉病院
○利根中央病院

○前橋協立病院
○日高病院
○通町診療所
○原町赤十字病院
○プラーナクリニック（埼玉県）

○前橋協立診療所
○高崎中央病院
○北毛病院
○沼田病院

○群馬大学医学部附属病院
○前橋協立診療所
○通町診療所
○名瀬徳洲会病院（鹿児島県）

○前橋赤十字病院
○高崎総合医療センター
○北毛病院
○埼玉医科大学総合医療センター

○前橋協立病院
○高崎中央病院
○片品診療所
○利根中央診療所

○群馬大学医学部附属病院
○高崎総合医療センター
○北毛病院
○筑波メディカルセンター病院（茨城県）

○前橋赤十字病院
○高崎中央病院
○利根中央病院
○佐久医療センター（長野県）

○前橋協立病院
○通町診療所
○片品診療所

○群馬大学医学部附属病院
○前橋協立診療所
○片品診療所

○前橋赤十字病院
○高玉診療所

○前橋協立病院
○利根中央病院

○群馬大学医学部附属病院 ○平成日高クリニック ○原町赤十字病院

○群馬大学医学部附属病院
○高崎中央病院
○東埼玉病院（埼玉県）

○前橋協立病院
○博仁会第一病院

○前橋協立診療所
○通町診療所

群馬大学
医学部附属病院
【定員：6人】

高崎総合医療センター
【定員：2人】

日高病院
【定員：２人】

老年病研究所附属病院
【定員：２人】

前橋協立診療所
【定員：３人】

利根中央病院
【定員：３人】

臨床研修センター
TEL:027-220-7793

管理課
TEL:027-322-5901

研修管理センター事務局
TEL:027-362-6201

総務課
TEL:027-253-3316

研修担当
TEL:027-231-6060

医局事務課
TEL:0278-22-4321

○連携施設　▲関連施設　★特別連携施設 (令和4年10月時点)

○前橋赤十字病院 ○老年病研究所附属病院 ○高崎総合医療センター
○公立藤岡総合病院 ○沼田脳神経外科循環器科病院 ○桐生厚生総合病院
○太田記念病院 ○埼玉県立がんセンター（埼玉県） ○佐久医療センター（長野県）
○北信総合病院（長野県） ○渋川医療センター ▲深谷赤十字病院（埼玉県）
○公立館林厚生病院 ▲中央群馬脳神経外科病院 ▲日高病院
▲はるな脳外科 ▲公立富岡総合病院 ▲利根中央病院
▲堀江病院 ▲熊谷総合病院（埼玉県） ▲関東脳神経外科病院（埼玉県）
▲藤井脳神経外科病院（栃木県） ▲藤枝平成記念病院（静岡県） ▲近森病院（高知県）
▲国立がんセンター中央病院（東京都） ▲筑波大学附属病院（茨城県） ▲埼玉県立小児医療センター（埼玉県）

○群馬大学医学部附属病院 ○高崎総合医療センター ○渋川医療センター
○桐生厚生総合病院 ○太田記念病院 ○大阪医科薬科大学病院（大阪府）
○済生会熊本病院（熊本県） ○旭川赤十字病院（北海道） ○福井大学医学部附属病院（福井県）
○長岡赤十字病院（新潟県） ○近森病院（高知県） ○済生会宇都宮病院（栃木県）
○さいたま赤十字病院（埼玉県） ○日本赤十字社医療センター（東京都） ○名古屋大学医学部附属病院（愛知県）
○長野赤十字病院（長野県） ○徳島赤十字病院（徳島県） ○東京都立墨東病院（東京都）
○中通総合病院（秋田県） ○京都第二赤十字病院（京都府） ○自治医科大学さいたま医療センター（埼玉県）
○練馬光が丘病院（東京都） ○日本医科大学千葉北総病院（千葉県） ○利根中央病院
○日本医科大学病院（東京都） ○熊本赤十字病院（熊本県） ▲板橋中央総合病院（東京都）
▲伊勢崎市民病院 ▲原町赤十字病院 ▲沖縄県立八重山病院（沖縄県）

総合診療科

リハビリテーション科

救急科

臨床検査

病理眼科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

脳神経外科

放射線科

麻酔科


