
在現年

簿
一
怖

名員医災労方地葉千

氏 名
現 職

(役職等)
専門科目 委嘱期間

1 諸条 準品|高官計科 整形外科
平成21年4月 l日から

平成23年3月31日まで

2 議選
お富。

攻 脳4嶋~手ヰ
平成21年4月 1日から

平成23年3月31固まで

3i j、官 実失
小林整形外科

(院長)
整形外科

平成21年4月 1日から

平成23年3月31日まで

411瀧
C_恨ん u~ 

中村古榔稔病院 整形外科
平成21年4月 lBから

平成羽年3月31日まで

5 浩知

6 筒

議鵠|千(急ぷ品院

瞬静側鎖繍

千葉綴センター
(センター長)

審員

循環器科

脳特紛将ヰ

平成21年4月 1日から

平成お年3月31日まで

平成21年4月 1日から

平成23年3月31日まで

7 等非
いまい内科循環器

官|クリニック
(院 ID

循環器内科
平成21年4月 1日から

平成お年3月31固まで

8 活様 望書泊 l千葉労災病院
E 庸 l 倍。院お 整形外科

平成21年4月 1日から

平成~3 年3 月 31 日まで

9 苫草 控室 l千葉労災病院
町.1 (呼吸器内科部長怠 呼吸器内科

平成21年4月 1日から

平成23年3月31日まで

(精神科専門医)

1 :管筆

2 官首

3 議首

りクいら l千葉労災病院
雌ー| 備桝ヰ部長。

僅奇心和会

笹久|八千代病院
信参樹宣当面腕面

接訟|:???神科医療

精神科

精神科

神経科

務桝ヰ

平成22年4月 1日から

平成24年3月31日まで

平成22年4月 1日から

平成24年3月31日まで

平成22年4月 !日から

平成24年3月31日まで

4 il塗

5 錆色

国削除

謹晶|藤田病院
(院長)

僅)さっき会
官竺|袖ケ摘さっき台病院

@完お

精神科

，t暢内科

精神科

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

平成22年4月 !日から

平成お年3月3J日まで

6 ; ~J、怒 諸畠|閉会千新院 精神科
平成招年4月 1日:から
平成お年3月31日まで



千葉地方労災医員名簿

氏

1 鷲呆

213S箪

3 ふ1;綜

4 詰瀧

5 若怖

6 筒

7:苓非

8 笛議

9 笛芸

名
現職

(役職等)

挙品|高T52?科

お事。

攻

ひでお l小林整形外科
英夫I-"(院長)

官竺|中村由蜘念病院

議筋|千品鑓)院

勝縛蹴集鱗

稽勇 千葉綴センター
(センター長)

E いまい内科循環器

官|クリニック
(院長お

M 泊 l千葉労災病院
正勝| 倒院関

宮川 l千葉労災病院
司 I ~呼吸舘内科部長自

(精神科専門図

1 菅筆

2112首

3 護活

4 護謹

5 非賛

6 耳、軽

l 奇い5I千葉労災病院
陸プ I (指持劇部長)

. (国心和会

笹久|八千代病院
| @療担当副院長)

誌弦lZTF竺神科医療

{医}松伯会

善命|藤田病院
。克司

登~I 中村古峡記念病院

穏畠|同和会千葉病院

専門科目

整形外科

脳神御附

整形外科

整形外科

揺環器科

脳神般向ヰ

循環器内科

盤形外科

呼鵬E内科

精神科

精神科

神経・科

精神科

精神科

糟桝ヰ

精桝ヰ

委嘱期間-

平成均年4月 1日から

平成25年3月31日まで

平成23年4月 1日から

平成25年3月31日まで

平成23年4月 l白から

平成25年3月31固まで

平成23年4月 l目から

平成25年3月31日まで

平成23年4月 1日から

平成25年3ij 31固まで

平成23年4月 l日から

平成25年3月31日まで

平成お年4月 l日から

平成25年3月31日まで

平成お年4月 1日から

平成25年3月3]日まで

平成犯年4月 1日から

平成25年3月31日まで

平成22年4月 l目から

平成24年3月31日まで

平成22年4月 1日から

平成24年3月31固まで

平成22年4月 l目から

平成.24年3月31日まで

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

平成23年4月 1日から

平成24年3月31固まで

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

平成23年4月1日現在



千葉地方労災医員名簿

2 

専門科目

整形外科

小林整形外科
!整形外科

(院長)

中村古峡記念病院|整形外科

いまい内科循環器
クリニック
(院長)

千葉労災病院 l 
|整形外科

(副院長)

千葉労災病院
司 I (呼吸器内科部長)

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
山本

精神科専門医

2 

3 

4 

循濠器科

科

一

科

科

一

科

神

一

神

経

一

神

精
一
一
精
神
一
精

精神科

5 I .u.品ーー l中村古峡記念病院| 精神科

6 I小松尚也!同和会干葉病院| 精神科

i平一目
~平成…31l

a 

|平成一1日
~平…月31|

日
平成24年4月1日|

1-平成25年3月311

| 日|

|平成24年4月1目←|
1-平成25年3月31
1. 日|

l 平成24町田
~平成25年3月31|

日



千 葉地 方労災医員名簿

田崎

専門科目 委嘱期間

平成25年4月1日 ~
高木磐治 i (院長) |整形外科T 平成27年3月31日

わたなべ おさむ

脳神経外科
平成25年4月1日~

21 渡遺 攻 平成27年3月31日

:ばやし ひでお
小林整形外科

整形外科
平成25年4月1日~3 ， .，.品# 圃』

(院長) 平成27年3月31日

4' ~山由 |中村古峡記念病院 整形外科
平成25年4月1日~
平成27年3月31日

千葉労災病院
循環器科

平成25年4月1日~
5 I =6J1I 11 M I (循環器科部長) 平成27年3月31日

6 I l 構 車千葉事療故護対セ策ン機 脳神経外科
平成25年4月1日~

...晴』 目岨&

平成27年3月31日一 (センター

いまい内科循環器
平成25年4月1日~

7 I ..A.. ..LL クリニック 循環器内科
平成27年3月31日

(院長)

一
8 ， .1. .-: __ー i

千葉労災病院
整形外科

平成25年4月t日~
(副院長) 平成27年3月31日

9 I .1. -L. 呼吸器内科
平成25年4月1日~

司 (呼吸器内科部長) 平成27年3月31日

精神科専門医

精神科
平成24年4月1日付
平成26年3月31日

2 I .1. ー告 ・ |心の風クリニック干 l 精神科
|平成24年4月1日 ~
平成26年3月31日

3 I ...，.・・・弘引 l "恒;n竜守岡官、r'l'"f 平成24年4月1日~
17:_-'-‘.s.. 精神科 | 平成26年3月31日

4 1時泊品.u.....' 麗困窮院 精神科 1322221日~31日

5 I ..LL品開r"' ~1 中村吉峡記念病院 精神科 平平成成2256年年43月月1 日~
31日

6 I岨 千葉付大属学病医院学部 精神科
平成25年4月1日~
平成26年3月31日



労災協力医名簿
4蓑局

診療科目 細分類 氏名 所属 委嘱期間

整形外科 外傷外科 議長多轄し 千葉県立医療保健大学(教授)
平成20年4月1日~

平成23年3月31日

整形外科
整形外科 平成20年4月1日~

た田な中か た正だし 君津中央病院(副院長)

一般 平成23年3月31日

整形外科
脊椎関節 平成20年4月1日~

小お野の 藍か 公立長生病院(理事)

外科 平成23年3月31日

整形外科 整形外科 首首語義
社会保険船橋中央病院(整形

平成20年4月1日~

外科主任部長)
平成23年3月31日

平成21年8月1日~
整形外科 整形外科 岩いわさ崎ぎ の伸る叩行曾 (医)厚仁会内田病院(院長)

平成24年7月31日

神経内科

神経内科 平成20年4月1日~

笠寄市勇 千葉労災病院(神経内科部長)

一般 平成23年3月31日

外 科 消化器外科 22蓑笠鉱 鋸南町国保鋸南病院(院長)
平成20年4月1日~

平成23年3月31日

内

内科 平成20年4月1日~
科 三みむ村ら 正まさ裕ひろ

千葉労災病院(内分泌内科部

内分泌科
長)

平成23年3月31日

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 有清握手
千葉労災病院(耳鼻咽喉科部

平成20年4月1日~

長)
平成23年3月31日

病 理 病理 麓冨絵芝
千葉大学大学院医学研究

平成21年7月20日~

院診断病理学(助教授)
平成24年7月19日

平成21年2月19日~

呼吸器外科 呼吸器外科 首虐かを和 千葉労災病院(副院長)

平成23年3月31日



労災協力医名簿 千葉あ

平成

診療科目 細分類 氏名 所属 委嘱期間

整形外科 外傷外科 議長多露し 千葉県立医療保健大学(教授)
平成23年4月1日~

平成26年3月31日

整形外科

整形外科 平成23年4月1日~
た田な中か た正だし 君津中央病院(副院長)

一般 平成26年3月31日

整形外科

脊椎関節 平成23年4月1日~
小お野の 董か 公立長生病院(理事)

外科 平成26年3月31日

整形外科. 整形外科 首樹、詰義 社会保険船橋中央病院(整形
平成23年4月1日~

外科主任部長)
平成26年3月31日

整形外科 整形外科 砦議結脊 (医)厚仁会内田病院(院長)
平成21年8月1日~

平成24年7月31日

神経内科

神経内科 平成23年4月1日~
か上み司つかさ郁い〈男お 千葉労災病院(神経内科部長)

一般 平成26年3月31日

外 科 消化器外科 錦、設 鋸南町国保鋸南病院(院長)
平成23年4月1日~

平成26年3月31日

内

内科 平成23年4月1日~
科 333主審

千葉労災病院(内分泌内科部

内分泌科
長)

平成26年3月31日

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 主諸説写 千葉労災病院(耳鼻咽喉科部
平成23年4月1日~

長)
平成26年3月31日

病 理 病理 麗冨議室
東京女子医科大学

平成21年7月20日~

八千代医療センター
平成24年7月19日

平成23年4月1日~
呼吸器外科 呼吸器外科 首信?を和 千葉労災病院(副院長)

平成26年3月31日



労災協力医名簿 千葉ゐ

平成24年

診療科目 細分類 氏名 所属 委嘱期間

整形外科 外傷外科 議長多義し 千葉県立医療保健大学(教授)
平成23年4月1日~

、 平成26年3月31日

整形外科

整形外科 平成24年4月1日~
I蓮ます江え る文、み男お 君津中央病院(副院長)

一般 平成26年3月31日

整形外科

脊椎関節 平成23年4月1日~
小お野の 董か 公立長生病院(理事)

外科 平成26年3月31日

整形外科 整形外科 首菌、 fg義 社会保険船橋中央病院(整形
平成23年4月1日~

外科主任部長)
平成26年3月31日

整形外科 整形外科 砦詩為マ手 (医)厚仁会内田病院(院長)
平成21年8月1日~

平成24年7月31日

神経内科

神経内科 平成23年4月1日~

主苛背勇 千葉労災病院(神経内科部長)

一般 平成26年3月31日

外 科 消化器外科 22語、主鉱 鋸南町国保鋸南病院(院長)
平成23年4月1日~

平成26年3月31日

内

内科 平成23年4月1日~
科 33主審

千葉労災病院(内分泌内科部

内分泌科
長)

平成26年3月31日

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 有清桜字
千葉労災病院(耳鼻咽喉科部

平成23年4月1日~

長)
平成26年3月31.日

病 理 病理 麓冨健室
東京女子医科大学八千代医療

平成21年7月20日~

センター
平成24年7月19日

平成23年4月1日~
呼吸器外科 呼吸器外科 首t~を和 千葉労災病院(副院長)

平成26年3月31日



労災協力医名簿
千葉ゐ

診療科目 細分類 氏名 所属 委嘱期間

平成23年4月1日~
整形外科 外傷外科 議長多蓄し 千葉県立医療保健大学(教授)

平成26年3月31日

整形外科
整形外科 平成24年4月1日~

は蓮す江え ふ文み男お 君津中央病院(整形外科)

一般 平成26年3月31日

整形外科
脊椎関節 平成23年4月1日~

小お野の 茎か 公立長生病院(理事)

外科 平成26年3月31日

整形外科 .整形外科 首首詰義
社会保険船橋中央病院(整形

平成23年4月1日~

外科主任部長)
平成26年3月31日

整形外科 整形外科 磐信衛存 (医)厚仁会内田病院(院長)
平成24年8月1日~

平成21年7月31日

神経内科
神経内科 平成23年4月1日~

か上み司つかさ郁い〈男お 千葉労災病院(神経内科部長)

一般 平成26年3月31日

外 科 消化器外科 22若宣告t鋸南町国保鋸南病院(院長). 
平成23年4月1日~

平成26年3月31日

内 科
内科 平成23年4月1日~

主治主審
千葉労災病院(内分泌内科部

内分泌科
長)

平成26年3月31日

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 宮諸説字
千葉労災病院(耳鼻咽喉科部

平成23年4月l日~

長)
平成26年3月31日

病 理 病理 麗冨議室
東京女子医科大学八千代医療

平成24年7月20日~

センター
平成27年7月19日

平成23年4月1日~
呼吸器外科 呼吸器外科 首宮、長和 千葉労災病院(副院長)

平成26年3月31日




