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１ 策定作業

ここでは第７次保健医療計画の策定の経緯について記載します。

（１） 第７次保健医療計画策定に係る群馬県保健医療対策協議会の開催状況

第７次保健医療計画は、群馬県保健医療対策協議会による下記の協議を経て群馬

県医療審議会への諮問案が決定されました。

開催年月日 主な協議事項

平成25年５月15日 第１回保健医療対策協議会
○部会の設置について
○策定スケジュール

平成25年11月25日 第２回保健医療対策協議会
○計画に関する基本方針
○医療圏の見直し検討
○計画期間の見直し検討
○５疾病５事業及び在宅医療に係る施策、指標、目標の
設定等

○基準病床数の見直し（再算定）
○地域医療ビジョン策定等の医療法等改正への対応
○医療計画の骨子の検討
○策定スケジュール

平成26年３月25日 第３回保健医療対策協議会
○医療計画の策定方針
○医療圏の見直し検討
○計画期間の見直し検討
○５疾病５事業及び在宅医療に係る骨格、指標
○策定スケジュール
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開催年月日 主な協議事項

平成26年６月18日 第１回保健医療対策協議会
○保健医療計画の骨子・素案（第１稿）
○基準病床数の検討
○策定スケジュール

平成26年９月16日 第２回保健医療対策協議会
○計画素案（第２稿）
○計画（案）に対する意見への対応状況
○基準病床数試算結果
○策定スケジュール

平成26年12月19日 第３回保健医療対策協議会
○計画素案（パブリックコメント案／第３稿）
○計画（案）に対する意見への対応状況
○基準病床数試算結果
○策定スケジュール

平成27年２月９日 第４回保健医療対策協議会
○計画素案（最終稿）
○パブリックコメント等に対する意見への対応状況
○医療機関名簿

（２） ５疾病・５事業及び在宅医療に係る専門部会による検討

各疾病や事業の専門家からなる協議会、部会等において、それぞれの疾病・事業

について検討を行いました。

■がん：群馬県がん対策推進協議会 保健医療計画検討部会

■脳卒中：群馬県保健医療対策協議会 脳卒中検討部会

■急性心筋梗塞：群馬県保健医療対策協議会 急性心筋梗塞検討部会

■糖尿病：群馬県保健医療対策協議会 糖尿病検討部会

■精神疾患：群馬県精神保健福祉審議会 医療計画策定部会

■救急医療：群馬県救急医療体制検討協議会 医療計画策定部会

■災害医療：群馬県救急医療体制検討協議会 災害医療対策部会

■へき地医療：群馬県地域医療連携協議会 へき地医療対策部会

■周産期医療：群馬県保健医療計画及び周産期医療体制整備計画検討部会

■小児医療：群馬県小児救急医療対策協議会

■在宅医療：群馬県保健医療対策協議会 在宅医療推進部会
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（３） 地域保健医療対策協議会における検討状況

地域の意見を反映するため、１０の保健医療圏ごとに設置されている以下の地域

保健医療対策協議会において検討を行い、会議において出された意見を計画に反映

しました。

■前橋地域保健医療対策協議会

■渋川地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■伊勢崎地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■高崎・安中地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■多野藤岡地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■富岡甘楽地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■吾妻地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■利根沼田地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■桐生地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

■太田・館林地域保健医療対策協議会（同病院等機能部会）

（４） 調査等の実施状況

計画の策定に関する検討のため、以下のとおり調査を実施しました。

■平成24年10月 群馬県患者調査

■平成25年10月 群馬県医療施設機能調査

■平成25年12月 保健医療に関する意識調査（県民アンケート）

（５） 県民や関係団体を対象とした意見募集の状況

策定の中間段階で、以下のとおり意見募集を行い、計画案に反映しました。

■県民意見提出制度（パブリックコメント）

平成26年12月22日から平成27年１月20日まで実施

■医療法第30条の４第11項関係「診療又は調剤に関する学識経験者の団体」

平成26年12月から平成27年１月に以下の団体へ意見聴取を実施

・公益社団法人群馬県医師会

・一般社団法人群馬県歯科医師会

・一般社団法人群馬県薬剤師会

■医療法第30条の４第12項関係「市町村（救急業務を処理する一部事務組合及

び広域連合を含む。）」

平成26年12月から平成27年１月に以下の団体へ意見聴取を実施
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・市町村（35団体）

・救急業務を処理する一部事務組合（７団体）

※このほか、関係団体として以下の団体へ意見照会を実施

・群馬県病院協会

・日本精神科病院協会群馬県支部

・公益社団法人群馬県看護協会

（６） 群馬県医療審議会への諮問・答申

群馬県医療審議会に以下のとおり諮問し、答申を受けました。

群馬県医療審議会へ第７次群馬県保健医療計画案を諮問し、平成27年２月10日

付けで、適当であるとの答申を受けました。

（７） 公示

平成２７年３月３１日付け群馬県報（第９２８６号）告示による
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２　策定体制別委員等名簿

群馬県医療審議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

月　岡　鬨　夫 群馬県医師会会長

須　藤　英　仁 群馬県医師会副会長

田　中　　　義 群馬県医師会副会長

村　山　利　之 群馬県歯科医師会会長

渡　辺　英　明 群馬県歯科医師会副会長

鈴　木　　　實 群馬県薬剤師会会長

石　原　　　弘 高崎総合医療センター院長

宮　﨑　瑞　穂 前橋赤十字病院長

佐　藤　吉　壮 太田記念病院長

武　田　滋　利 西毛病院長

原　　　富　夫 群馬県医療法人協会支部長

望　月　和　子 望月皮膚科医院院長

清　水　聖　義 群馬県市長会会長

職務代理 宮　前　鍬十郎 群馬県町村会会長

貫　井　孝　道 群馬県国民健康保険団体連合会理事長　

職務代理 簗　瀬　博　章 社会保険診療報酬支払基金群馬支部長

会長 和　泉　孝　志 群馬大学大学院医学系研究科長

野　本　悦　子 高崎健康福祉大学教授

小　川　惠　子 群馬県看護協会会長　

中　澤　勇　一 群馬県消防長会会長

松　本　ふさ江 群馬県栄養士会副会長

立　川　展　子 群馬県女性保育園所長会会長

野　上　佳世子 ぐんま女性会議代表

（敬称略）
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群馬県保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

須　藤　英　仁 群馬県医師会副会長

田　中　　　義 群馬県医師会副会長

森　島　愛一郎 群馬県歯科医師会常務理事

武　智　洋一郎 群馬県薬剤師会副会長

山　崎　　　學 群馬県病院協会副会長

檀　原　　　暢 日本精神科病院協会群馬県支部副支部長

牧　野　協　子 群馬県看護協会専務理事

田　村　遵　一 群馬大学医学部附属病院総合診療部教授

清　水　計　男 群馬県副市長会会長

梅　村　　　透 群馬県町村会事務局長

遠　山　荘　一 群馬県国民健康保険団体連合会常務理事

簗　瀬　博　章 社会保険診療報酬支払基金群馬支部長

加　藤　雅　二 群馬県労働者福祉協議会副理事長

下　城　茂　雄 群馬県社会福祉協議会会長

森　田　　　榮 群馬県民生委員児童委員協議会副会長

津久井　敏　夫 群馬県老人福祉施設協議会会長

湯　本　　　茂 吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部消防長

宮　﨑  瑞　穂 前橋赤十字病院長

前　村　道　生 独立行政法人国立病院機構沼田病院長

西　松　輝　高 社会医療法人輝城会理事長

小　山　　　洋 群馬大学大学院医学系研究科教授

服　部　知　己 前橋市保健所長

大　島　　　茂 群馬県立心臓血管センター院長

猿　木　信　裕 群馬県立がんセンター院長

丸　山　健　一 群馬県立小児医療センター院長

会　長 片　野　清　明 群馬県健康福祉部長

早乙女　千恵子 東部保健福祉事務所長

（敬称略）
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群馬県がん対策推進協議会　保健医療計画検討部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 斎　藤　龍　生 独立行政法人国立病院機構西群馬病院長

猿　木　信　裕 群馬県立がんセンター院長

吉　川　守　也 群馬県医師会理事

塚　本　憲　史 群馬大学医学部附属病院腫瘍センター長

高　松　透　浩 群馬県歯科医師会理事

津久井　利　恵 在宅福祉かんわケア大地事務局長

山　崎　浩　通 群馬県健康福祉部保健予防課がん対策推進室長

（敬称略）

群馬県保健医療対策協議会　脳卒中検討部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

西　松　輝　高 群馬県医師会理事

部会長 平　戸　政　史 群馬大学大学院医学系研究科准教授

山　崎　恒　夫 群馬大学大学院保健学研究科教授

高　玉　真　光 老年病研究所附属病院長

朝　倉　　　健 前橋赤十字病院脳神経外科部長

湯　本　　　茂 吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部消防長

津久井　　　智 群馬県健康福祉部保健予防課長

（敬称略）

群馬県保健医療対策協議会　急性心筋梗塞検討部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

田　中　　　義 群馬県医師会副会長

丹　下　正　一 前橋赤十字病院心臓血管内科部長

倉　林　正　彦 群馬大学大学院医学系研究科教授

部会長 大　島　　　茂 群馬県立心臓血管センター院長

湯　本　　　茂 吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部消防長

津久井　　　智 群馬県健康福祉部保健予防課長

（敬称略）

群馬県保健医療対策協議会　糖尿病検討部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

川　島　　　崇 群馬県医師会理事

山　田　正　信 群馬大学大学院医学系研究科教授

廣　村　桂　樹 群馬大学大学院医学系研究科准教授

上　原　　　豊 前橋赤十字病院糖尿病・内分泌内科部長

部会長 丸　田　　　栄 桐生厚生総合病院長

津久井　　　智 群馬県健康福祉部保健予防課長

（敬称略）
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群馬県精神保健福祉審議会　医療計画策定部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 福　田　正　人 群馬大学大学院教授

武　田　滋　利 日本精神科病院協会群馬県支部長

半　田　文　穂 群馬県精神神経科診療所協会会長

今　泉　友　一 群馬県医師会理事

米　山　恵美子 群馬県立精神医療センター医療福祉課長

櫟　　　隆　洋 群馬県精神障害者社会復帰協議会事務局長

池　田　佳　生 群馬大学大学院教授

浅　見　隆　康 群馬県こころの健康センター所長

（敬称略）

群馬県救急医療体制検討協議会　医療計画策定部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 中　野　　　実 前橋赤十字病院副院長兼高度救命救急センター長

大　嶋　清　宏 群馬大学大学院医学系研究科救急医学教授

有　坂　　　拓 群馬県医師会理事

北　爪　　　清 群馬県健康福祉部医務課長

（敬称略）

群馬県救急医療体制検討協議会　災害医療対策部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 中　野　　　実 前橋赤十字病院副院長兼高度救命救急センター長

大　嶋　清　宏 群馬大学大学院医学系研究科救急医学教授

有　坂　　　拓 群馬県医師会理事

北　爪　　　清 群馬県健康福祉部医務課長

（敬称略）

群馬県地域医療連携協議会　へき地医療対策部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

有　坂　　　拓 群馬県医師会理事

田　村　遵　一 群馬大学大学院医学系研究科教授

部会長 折　茂　賢一郎 西吾妻福祉病院名誉病院長

前　村　道　生 独立行政法人国立病院機構沼田病院長

三ツ木　禎　尚 群馬県へき地医療支援機構担当医師

今　井　信　夫 上野村保健福祉課長

黒　田  幸　男 神流町保健福祉課長

伊　能　俊　之 中之条町保健環境課長

野　口  芳　夫 長野原町町民生活課長

本　多　利　信 東吾妻町町民課長

加　藤　文　夫 利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務局長

歌　代　昌　文 群馬県健康福祉部医務課医師確保対策室長

（敬称略）
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群馬県保健医療計画及び周産期医療体制整備計画検討部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

永　山　雅　之 群馬県医師会理事

部会長 峯  岸    　敬 群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学教授

藤　生　　　徹 群馬大学医学部附属病院助教

亀　田　高　志 群馬大学医学部附属病院講師 

高  木    　剛
群馬県立小児医療センター産科部長
（総合周産期母子医療センター長）

丸  山  憲  一 群馬県立小児医療センター第二内科部長 

大  木　康  史 桐生厚生総合病院小児科診療部長

深  石　孝  夫 桐生厚生総合病院産婦人科診療部長

伊　藤　理　廣
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
婦人科主任部長兼リプロダクションセンター長

伊　藤　郁　朗
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
産婦人科部長

五十嵐　恒　雄
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
小児救急部長

津久井　　　智 群馬県健康福祉部保健予防課長

（敬称略）

群馬県小児救急医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

今　泉  友　一 群馬県医師会理事  (小児担当)

有　坂　　　拓 群馬県医師会理事  (救急担当)

飯　山　三　男 群馬県小児科医会会長

田　口　　　勉 群馬県小児科医会副会長

大　山　碩　也 群馬県小児科医会理事

荒　川  浩　一 群馬大学大学院医学系研究科小児科学教授

渡　部　登志雄 群馬大学医学部附属病院小児科講師

丸　山　健　一 群馬県立小児医療センター院長

外　松　　　学 群馬県立小児医療センター医療局長

松　井　　　敦 前橋赤十字病院小児科部長

田　代　雅　彦  独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院長

前　田  昇　三 伊勢崎市民病院副院長

五十嵐　恒　雄
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
小児救急部長

深　澤　信　博 公立藤岡総合病院小児科部長

小須田　貴　史 公立富岡総合病院小児科主任医長

西　村　秀　子 利根中央病院小児科部長

竹　内　東　光 桐生厚生総合病院副院長 （小児科）

佐　藤　吉　壮 富士重工業健康保険組合太田記念病院長

医師会　

小児科医会

三次救急

二次救急
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役職 氏名 職名 備考

霜　田　雅　史 前橋市医師会理事  (小児担当)

清　宮　和　之 前橋市医師会理事  (救急担当)

羽　鳥　則　夫 伊勢崎佐波医師会理事  (小児担当)

高　柳　　　均 伊勢崎佐波医師会理事  (救急担当)

重　田　　　誠 高崎市医師会理事  (小児・救急担当)　

川　島　　　理 渋川地区医師会会長

竹　内　香代子
渋川地区医師会委員
（夜間急患診療所運営委員、感染症予防接種委員）

永　田　　　徹 桐生市医師会理事 （救急担当）

金　子　浩　章 桐生市医師会理事 （小児担当）

（敬称略）

群馬県保健医療対策協議会　在宅医療推進部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 川　島　　　崇 群馬県医師会理事

小笠原　一　夫 群馬県在宅療養支援診療所連絡会長

種　村　達　哉 群馬県歯科医師会理事

原　　　文　子 群馬県薬剤師会理事

森　田　麻吏子 群馬県看護協会常任理事

中　里　貴　江 群馬県訪問看護ステーション連絡協議会副会長

安　藤　　　繁 群馬県介護支援専門員協会理事

狩　野　寛　子 群馬県医療ソーシャルワーカー協会監事

小　林　幸　江 群馬県ホームヘルパー協議会副会長

伴　野　祥　一 群馬大学大学院保健学研究科教授

横　澤　岳　志 群馬県精神保健福祉士会長

齋　藤　綾　子 全国保健師長会群馬県支部副支部長

津久井　利　恵 在宅福祉かんわケア大地事務局長

内　藤　　　浩 栄養療法ネットワーク・前橋代表

（敬称略）

一次救急
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前橋地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 山　本　　　龍 前橋市長

副会長 中　屋　光　雄 前橋市医師会長

田　口　章　太 前橋市歯科医師会長

大　島　由喜夫 前橋市薬剤師会長

宮　﨑　瑞　穂 前橋赤十字病院長

西　田　保　二 群馬県済生会前橋病院長

田　代　雅　彦 群馬中央病院長

大　島　　　茂 群馬県立心臓血管センター院長

野　島　美　久 群馬大学医学部附属病院長

服　部　知　己 前橋市保健所長

久保田　千鶴子 群馬県看護協会前橋地区支部長

松　本　雅　子 前橋市地区婦人会連絡協議会長

中　澤　勇　一 前橋市消防局長

（敬称略）
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渋川地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 阿久津　貞　司 渋川市長

阿久澤　成　實 榛東村長

石　関　　　昭 吉岡町長

副会長 川　島　　　理 渋川地区医師会長

斎　藤　龍　生 独立行政法人国立病院機構西群馬病院長

横　江　隆　夫 渋川総合病院長

南　　　和　友 北関東循環器病院長

神　保　　　進 渋川地区医師会副会長

石　田　覺　也 渋川北群馬歯科医師会長

山　縣　義　一 渋川地区薬剤師会長

永　井　千　穂 群馬県看護協会渋川地区代表

中　島　俊　幸 渋川広域消防本部消防長

村　山　真理子 群馬県介護支援専門員協会渋川圏域支部代表

（敬称略）

渋川地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

神　保　　　進 渋川地区医師会副会長

中　野　正　幸 中野医院長

斎　藤　龍　生 独立行政法人国立病院機構西群馬病院長

横　江　隆　夫　 渋川総合病院長

南　　　和　友 北関東循環器病院長

中　島　俊　幸 渋川広域消防本部消防長

立　見　俊　幸 渋川市保健福祉部長

小野関　　　均 榛東村健康・保険課長

（敬称略）
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伊勢崎地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 五十嵐　清　隆 伊勢崎市長

副会長 桒　原　龍　雄 伊勢崎佐波医師会長

貫　井　孝　道 玉村町長

吉　田　純　一 伊勢崎市消防長

大　澤　　　誠 伊勢崎佐波医師会理事

松　本　　　徹 伊勢崎歯科医師会長

松　本　　　修 伊勢崎市薬剤師会長

小　林　幹　男 伊勢崎市民病院長

根　立　秀　治 伊勢崎佐波食品衛生協会長

保　泉　里　美 群馬県看護協会伊勢崎地区支部長

品　田　稔　子 伊勢崎市健康推進員協議会長

織　田　潤　子 伊勢崎市民生委員・児童委員女性代表

安　藝　みどり ＮＰＯ法人アーチの会理事長

宮　崎　和　子 玉村町保健推進協議会長

（敬称略）

伊勢崎地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

桒　原　龍　雄 伊勢崎佐波医師会長

本　多　隆　一 伊勢崎佐波医師会副会長

小　林　幹　男 伊勢崎市民病院長

鶴　谷　英　樹 鶴谷病院長

福　井　　　正 伊勢崎佐波医師会副会長

美　原　　　樹 伊勢崎佐波医師会理事

多賀谷　　　茂 伊勢崎市健康推進部長

（敬称略）
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高崎・安中地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 富　岡　賢　治 高崎市長

副会長 茂　木　英　子 安中市長

有　賀　長　規 高崎市医師会長

高　橋　好　一 安中市医師会長

水　口　滋　之 群馬郡医師会長

小　屋　　　淳 藤岡多野医師会副会長

黒　田　真　右 高崎市歯科医師会長

室　橋　信　好 安中碓氷歯科医師会長

深　井　尚　武 藤岡多野歯科医師会代表

竹　部　省　三 高崎市薬剤師会長

辻　中　優一郎 安中薬剤師会長

石　原　　　弘 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター院長

野　際　英　司 公立碓氷病院長

高見澤　　  朗 高崎市等広域消防局長

（敬称略）

高崎・安中地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 有　賀　長　規 高崎市医師会長

佐　藤　　　仁 高崎市医師会病院長会長

田　村　　　仁 高崎市医師会理事

高　橋　好　一 安中市医師会長

栁　澤　　　肇 安中市医師会理事

水　口　滋　之 群馬郡医師会長

佐　藤　泰　平 群馬郡医師会代表

小　屋　　　淳 藤岡多野医師会副会長

石　原　　　弘 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター院長

野　際　英　司 公立碓氷病院長

中　村　多美子 高崎市保健所長

歌　代　典　彦 高崎市保健医療部長

上　原   　 茂 安中市保健福祉部長

（敬称略）
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多野藤岡地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 新　井　利　明 藤岡市長

副会長 山　崎　恒　彦 藤岡多野医師会長

神　田　強　平 上野村長

宮　前　鍬十郎 神流町長

山　川　　　剛 藤岡多野歯科医師会長

黒　澤　裕　子 県薬剤師会藤岡支部長

石　崎　政　利 公立藤岡総合病院長

小　屋　　　淳 藤岡多野医師会副会長

栗　原　　　透 藤岡多野医師会救急・へき地担当理事

石　川　容　考 多野藤岡救急病院協議会長

山　田　　　選 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長

岩　田　和　代 藤岡市連合婦人会長

（敬称略）

多野藤岡地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部会長 山　崎　恒　彦  藤岡多野医師会長

石　崎　政　利  公立藤岡総合病院長

小　屋　　　淳  藤岡多野医師会副会長

高　木　　　均　  医療法人社団三思会くすの木病院長

高　橋　伸　夫  藤岡市国民健康保険鬼石病院長

栗　原　　　透　  藤岡多野医師会理事

（敬称略）
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富岡甘楽地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 岩　井　賢太郎 富岡市長

金　井　康　行 下仁田町長

長谷川　最　定 南牧村長

茂　原　荘　一 甘楽町長

副会長 大　竹　雄　二 富岡市甘楽郡医師会長

細　谷　　　睦 富岡市甘楽郡医師会副会長

萩　原　吉　則 富岡甘楽歯科医師会長

平　井　貴　志 富岡甘楽薬剤師会長

佐　藤　尚　文  公立富岡総合病院長

堀　越　　　勤 下仁田厚生病院長

原　田　幹　弘 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長

山　田　美智子 群馬県看護協会富岡地区支部長

（敬称略）

富岡甘楽地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部 会 長 大　竹　雄　二 富岡市甘楽郡医師会長

副部会長 細　谷　　　睦 富岡市甘楽郡医師会副会長

佐　藤　尚　文  公立富岡総合病院長

堀　越　　　勤 下仁田厚生病院長

武　田　孝　雄 富岡市健康福祉部長

中　野　哲　也 甘楽町健康課長

（敬称略）
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吾妻地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 熊　川　　　栄 嬬恋村長

副会長 中　澤　恒　喜 東吾妻町長

伊　能　正　夫 中之条町長

萩　原　睦　男 長野原町長

黒　岩　信　忠 草津町長

後　藤　幸　三 高山村長

平　形　富二夫 吾妻郡町村議会議長会長

櫻　井　慶　一 吾妻郡医師会長

関　谷　　　務 吾妻郡医師会副会長

布　施　正　博 吾妻郡医師会副会長

内　田　信　之 吾妻郡医師会救急担当理事

竹　澤　二　郎 原町赤十字病院長

田　島　郁　文 田島病院長

平　形　浩　喜 吾妻郡歯科医師会長

菊　池　正　幸 吾妻郡薬剤師会長

干　川　なつみ 群馬県看護協会中之条地区支部長

湯　本　　　茂  吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部消防長

（敬称略）

吾妻地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

部 会 長 櫻　井　慶　一 吾妻郡医師会長

副部会長 関　谷　　　務 吾妻郡医師会副会長

副部会長 布　施　正　博 吾妻郡医師会副会長

内　田　信　之 吾妻郡医師会救急担当理事

竹　澤　二　郎 原町赤十字病院長

田　島　郁　文 田島病院長

真　庭　　　章 中之条町住民福祉課長

山　本　琢　夫 草津町健康推進課長

（敬称略）
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利根沼田地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 横　山　公　一 沼田市長

千　明　金　造 片品村長

関　　  　　清 川場村長

堤　　　盛　吉 昭和村長

岸　　　良　昌 みなかみ町長

副会長 藤　塚　　　勲 沼田利根医師会長

角　田　　　守 沼田利根医師会副会長

林　　　秀　彦　 沼田利根医師会副会長

関　　　直　樹 沼田利根歯科医師会長

間　宮　　  実 沼田利根薬剤師会長

前　村　道　生 国立病院機構沼田病院長

糸　賀　俊　一 利根中央病院長

石　川　俊　郎 沼田脳神経外科循環器科病院長

宮　田　章　二 利根沼田広域消防本部消防長

内　山　　　恵 県看護協会沼田地区支部長

加　藤　文　夫 利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務局長

（敬称略）

利根沼田地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

藤　塚　　　勲 沼田利根医師会長

角　田　　　守 沼田利根医師会副会長

林　　　秀　彦　 沼田利根医師会副会長

前　村　道　生 国立病院機構沼田病院長

糸　賀　俊　一 利根中央病院長

石　川　俊　郎 沼田脳神経外科循環器科病院長

加　藤　文　夫 利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務局長

（敬称略）

- 319 -



桐生地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 亀　山　豊　文 桐生市長

副会長 石　原　　　条 みどり市長

副会長 藤　江 　 　篤 桐生市医師会長

菊　地  一　真 桐生市医師会副会長

塩　崎　泰　雄 桐生市歯科医師会長

高　橋　一　之 桐生薬剤師会長

丸　 田 　　栄 桐生厚生総合病院長

桑　子　信　之 桐生市消防本部消防長

赤　石  美知子 県看護協会桐生地区副支部長

（敬称略）

桐生地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

藤 江　   篤 桐生市医師会長

菊 地　一 真 桐生市医師会副会長

須 永　吉 信 桐生市医師会副会長

丸 田　   栄 桐生厚生総合病院長

篠 原　仁 子 桐生市保健福祉部長

齋 藤　幸 雄 みどり市保健福祉部長

（敬称略）
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太田・館林地域保健医療対策協議会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

会　長 清　水　聖　義 太田市長

副会長 安樂岡　一　雄 館林市長

恩　田　　  久 邑楽郡町村会長

川　鍋　　　栄 太田市議会議長

向　井　　　誠 館林市議会議長

森　　　昌　彦 邑楽郡町村議会議長会長

副会長 李　　  雅　弘 太田市医師会長

副会長 真　中　千　明 館林市邑楽郡医師会長

中　野  正　美 太田市医師会副会長

松　本　恵理子 館林市邑楽郡医師会副会長

備前島　俊　行 太田新田歯科医師会長

上　野　和　路 館林邑楽歯科医師会長

武　川　利　信 太田市薬剤師会長

菊　池　　　修 館林邑楽薬剤師会長

見　持　雅　昭 太田市消防本部消防長

小　山　雅　則 館林地区消防組合消防長

佐　藤  吉　壮 太田地域病院代表

宮　城　　  修 館林地域病院代表

檀　原 　　 暢 精神病院代表

白　石　弓美子 看護協会代表

（敬称略）

太田・館林地域保健医療対策協議会病院等機能部会　委員名簿 （平成２７年３月現在）

役職 氏名 職名 備考

中　野　正　美 太田市医師会副会長

海　宝　雄　人 館林市邑楽郡医師会副会長

堀　越　健太郎 堀越医院院長

松　本　恵理子 三浦医院院長

佐　藤　吉　壮 太田記念病院院長

新　井　昌　史 館林厚生病院副院長

三　吉　　　陽 太田市健康医療部長

羽　角　道　隆 館林市保健福祉部長

丸　山　幸　男 りょうもう法律事務所

蟹　江　好　弘 学校法人足利工業大学常勤理事

（敬称略）
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