
配置部署 氏名

労働局 遠山慎一

労働局 山田勝久

3 労働局 野田和正

4 労働局 生駒亮

5 労働局 工藤行夫

労働局 小田原俊成

7 労働局 野上昭彦

8 労働局 張賢徳

9 労働局 高橋 宏

10 局・川崎北 .長尾悌夫

11 横浜南署 夏山元伸

12 横浜南署 石橋銭雄

13 横浜南署 山本勇夫

14 鶴見署 畑 正輝

15 川崎南署 青木晴彦

16 横須賀署 蜂谷将史

17 横浜北署 ニ原久範

18 横浜北署 町田秀人

19 平塚・厚木署 安竹重幸

20 藤沢署 近藤総一

21 小田原署 三上容司

22 厚木署 倉田 彰

23 厚木署 勝又壮一

24 相模原署 岡田貴充

25 横浜西署 矢作 宏

地方労 災 医 員 名 簿
神奈川島

専門分野

循環器科

整形外科

内科将殿額J

耳鼻咽喉科

精神科

精神科

循環器科

精神科

呼吸器科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

脊椎外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科 . 

平成 21年8月 1日現在

嘱託期間(平成 21年 4月 1日~平成 23年 3月 31日)

新規 当初委嘱年月日
現 職

継続 (在職年数)

継続 801. 07. 01 (20) 横浜船員保険病院院長

継続 S58. 04. 01 (26) 横浜南共済病院顧問

継続 804. 10. 01 (16) 県立がんセンター呼吸器科部長

新規 821. 08.01 (0) 横浜南共済病院耳鼻咽喉科医長

継続 H14. 06. 01(7) 昭和大学医学部精神科教授

継続 H18. 04. 01 (3) 横浜市立大学附属市民総合医療センタ一部長

継続 811. 06. 01 (9) 横浜労災病院冠疾患集中治療部長

継続 H17. 04. 01-(4) 帝京大学医学部付属溝口病院精神科准教授

継続 818.03. '01 (3) 県立循環器呼吸器病センタ一部長

継続 812.04.01 (9) 聖マリアンナ医科大学客員教授

継続 812. 0 1. 01 (8) 関東労災病院第三整形外科部長

継続 817.01. 04 (4) 大口病院院長

新規 821. 04. 01 (0) 横浜市立脳血管医療センター

新規 821. 04. 01 (0) .畑整形外科院長

新規 821. 04. 01 (0) 青木整形外科院長

継続 815.04.01 (6) 横浜南共済病院院長

継続 820. 04. 01 (1) 横浜南共済病院脊椎外科部長

継続 815. 06. 01 (5) 関東労災病院第二整形外科部長

継続 H12. 04.01 (9) 平塚共済病院整形外科部長

継続 H16. 04. 01 (5) 横浜南共済病院整形外科部長

継続 810.08.01 (11) 横浜労災病院整形外科部長

継続 807.04. .01 (4) 北里大学医学部准教授

継続 814. 08. 01 (7) 神奈川リハビリテーション病院院長

新規 821. 04. 01 (0) 北里大学病院

継続 817.04.01 (4) 社会保険横浜中央病院



配置部署 氏名

労働局 遠山慎一

2 労働局 山田勝久

3 労働局 野田和正

4 労働局 工藤行夫

労働局 小田原俊成

労働局 野上昭彦

7 労働局 張賢徳

8 労働局 小倉高志

9 局・川崎北 長尾悌夫

10 横浜南署 夏山元伸

11 横浜南署 石橋鉄雄

12 -横浜南署 山本勇夫

13 鶴見署 畑 正輝

14 川崎南署 青木晴彦

15 横須賀署 蜂谷将史

16 横浜北署 三原久範

17 横浜北署 岡崎裕司

18 平塚・厚木署 安竹重幸

19 藤沢署 近藤総ー

20 小田原署 ニ上容司

21 厚木署 倉田 彰

22 厚木署 勝又壮一

23 相模原署 見目智紀

24 横浜西署 矢作 宏

神奈¥11島
地方労災医員名簿

専門分野

循環器科

整形外科

内科僻腕喜寿J

精神科

精神科

循環器科

精神科

呼吸器科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

脊椎外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

平成 23年 4月 1日現在

嘱託期間(平成 23年 4月 1日~平成 25年 3月31日)

新規 当初委嘱年月日
現 職

継続 (在職年数)

継続 HOl. 07. 01 (21) 横浜船員保険病院院長

継続 S58. 04. 01 (28) 横浜南共済病院顧問

継続 H04. 10. 01 (18) 県立がんセンター呼吸器科部長

継続 H14. 06. 01 (8) 昭和大学医学部精神科教授

継続 H 18. 04. 01 (5) 横浜市立大学附属市民総合医療センタ一部長

継続 Hll. 06. 01 (11) 横浜労災病院冠疾患集中治療部長

継続 H17. 04. 01 (6) 帝京大学医学部付属溝口病院精神科准教授

新規 H23. 04. 01 (0) 
県立循環器呼吸器病センター呼吸器

内科部長

継続 H12. 04. 01 (11) 聖マリアンナ医科大学客員教授

継続 H 12. 0 1. 0 1 (1 I) 関東労災病院第二整形外科部長

継続 H 17. 01. 04 (6) 大口病院院長

継続 H21. 04. 01 (2) 横浜市立脳血管医療センター

継続 H21. 04. 01 (2) 畑整形外科院長

継続 H21. 04. 01 (2) 青木整形外科院長

継続 H15. 04. 01 (8) 横浜南共済病院院長

継続 H20. 04. 01 (3) 横浜南共済病院脊椎外科部長

新規 H23. 04. 01 (0) 関東労災病院整形外科部長

継続 H12. 04. 01 (I I) 平塚共済病院整形外科部長

継続 H 16. 04. 0 1 (7) 横浜南共済病院整形外科部長

継続 HI0. 08. 01 (12) 横浜労災病院整形外科部長

継続 H07. 04. 01 (16) 北里大学医学部准教授

継続 H14. 08. 01 (8) 神奈川リハビリテーション病院院長

新規 H23. 04. 01 (0) 北里大学病院医学部整形外科

継続 H17. 04. 01 (6) 社会保険横浜中央病院



配置部署 氏名

労働局 遠山健一

2 労働局 山田勝久

労働局 野田和正

4 労働局 工藤行夫

労働局 小田原俊成

‘ 
労働局 野上昭彦

7 労働局 張 賢 徳

8 労働局 小倉高志

9 局・川崎北 長尾悌夫

10 横浜南署 夏山元伸

11 横浜南署 石橋鉄雄.

12 横浜南署 山本勇夫

13 鶴見署 畑 正輝

14 川崎南署 青木晴彦

15 横須賀署 蜂谷将史

16 横浜北署 ニ原久範

17 横浜北署 岡崎裕司

18 厚木署 安竹重幸

19 藤沢署 近藤総ー

20 小田原署 三上容司

21 厚木署 倉田 彰

22. 厚木署 勝文壮一

23 相模原署 見目智紀

24 横浜西署 矢作 宏

25 平塚署 坂野裕昭

地方労 災 医 員 名 簿
神ゑ"，ふ

専門分野

循環器科

整形外科

内科将殿額J

精神科

精神科

循環器科

精神科

呼吸器科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

脊椎外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

平成 24年 4月 1日現在

嘱託期間(平成 23年 4月 1日~平成 25年 3月 31日)

新規 当初委嘱年月日
現 職

継続 (在職年数)

継続 HO 1. 07. 01 (22) 横浜船員保険病院院長

継続 S58. 04. 01 (29) 横浜南共済病院顧問

継続 H04. 10. 01 (9) 県立がんセンター呼吸器科部長

継続 H14. 06. 01 (9) 昭和大学医学部精神科教授

継続 H18. 04. 01 (6) 横浜市立大学附属市民総合医療センタ一部長

継続 H 11. 06. 0 1 (2) 横浜労災病院冠疾患集中治療部長
， 

継続 H17. 04. 01 (7) 帝京大学医学部付属溝口病院精神科准教授

継続 H23. 04. 01 0) 
県立循環器呼吸器病センター呼吸器

内科部長

継続 H 12. 04. 01 (12) 聖マリアンナ医科大学客員教授

継続 H 12. 0 1. 01 (2) 関東労災病院第三整形外科部長

継続 H17. 01. 04 (7) 大口病院院長

継続 H21. 04. 01! (3) 横浜市立脳血管医療センター

継続 H21. 04. 01 (3) 畑整形外科院長

継続 H21. 04. 01 (3) 青木整形外科院長

継続 H15. 04. 01 (9) 横浜南共済病院院長

継続 H20. 04. 01 (4) 横浜南共済病院脊椎外科部長

継続 H23. 04. 01 (1) 関東労災病院整形外科部長

継続 H12. 04.01 (12) 元平塚共済病院整形外科部長

継続 H16. 04. 01 (8) 横浜南共済病院整形外科部長

継続 HI0. 08. 01 (3) 横浜労災病院整形外科部長

継続 H07. 04. 01 (7) 北里大学医学部准教授

継続 814. 08. 01 (9) 神奈川リハビリテーション病院院長

継続 H23. 04. 01 (1) 北里大学病院医学部整形外科

継続 817. 04. 01 (7) 社会保険横浜中央病院

新規 824. 04. 01 "(0) 平塚共済病院整形外科部長



配置部署 氏名

労働局 遠山慎一

労働局 野田和正

3 労働局 工藤行夫

4 労働局 小田原俊成

労働局 黒崎健司

労働局 張 賢 徳

労働局 小倉高志

横浜南署 夏山元伸

9 横浜南署 石橋鉄雄

10 横浜南署 山本勇夫

11 鶴見署 畑 昌輝

12 川崎南署 青木晴彦

13 川崎北署 別府諸兄

14 川崎北署 石井庄次

15 横須賀署 焼谷終史

16 横浜北署 ニ原久範

11 横浜北署 岡崎裕司

18 平塚署 坂野裕昭

19 藤沢署 近藤総ー

20 小田原署 三上容司

21 厚木署 安竹重幸

22 厚木署 倉田 彰

23 厚木署 勝文壮一

24 相模原署 見目智紀

25 横浜西署 中津明尋

地方労災医員名簿
対奈川島

専門分野

循環器科

内科呼吸額J

精神科

精神科

循環器内科・不整

脈科

精神科

呼吸器科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科
. 

整形外科

整形外科

整形外科

脊維外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

脳神経外科

整形外科

整形外科

整形外科

平成 25年 4月 1日現在

嘱託期間(平成 25年 4月 1日~平成 27年 3月31日)

新規 当初委嘱年月日
現 職

継続 (在職年数)

継続 801. 01. 01 (23) 横浜船員保険病院院長

継続 804. 10. 01 (20) 神奈川県予防医学協会

継続 H14. 06. 01 (1O) 昭和大学医学部精神科教授

継続， H18. 04. 01 (1) 横浜市立大学附属市民総合医療センタ一部長

新規 H25. 04. 01 (o) 横浜労災病院循環器内科・不整脈科副部長

継続 Hl1. 04. 01 (8) 帝京大学医学部付属溝口病院精神科准教授

継続 823. 04. 01 (2) 
県立循環器呼吸器病センター呼吸器

内科部長

継続 H12. 01. 01 (13) 関東労災病院第三整形外科部長

継続 Hl1. 01. 04 (8) 大口病院院長

継続 H21. 04. 01 (4) 横浜市立脳血管医療センター

継続 H21. 04. 01 (4) 畑整形外科院長

継続 H21. 04. 01 (4) 青木整形外科院長

新規 825. 04. 01 (o) 聖マリアンナ医科大学病院副院長

新規 H25. 04. 01 (o) 聖マリアンナ医科大学病院整形外科講師

継続 H15. 04. 01 (1O) 横浜南共済病院院長

継続 820. 04. 01 (5) 横浜南共済病院脊椎外科部長

継続 823. 04. 01 (2) -関東労災病院整形外科部長

継続 H24. 04. 01 0) 平塚共済病院整形外科部長

継続 816.04.01 (9) 横浜南共済病院整形外科部長

継続 810.08.01 (14) 横浜労災病院整形外科部長

継続 H 12. 04. 01 (3) 介護老人保健施設神奈川苑施設長

継続 801. 04. 01 (18) 青葉台脳神経外科・内科院長

継続 H 14. 08. 0 1 (1O) 神奈川リハビリテーション病院院長

継続 H23. 04. 01 (2) 北里大学病院医学部整形外科

新規 H25. 04. 01 (O) 横浜市立市民病院整形外科部長



専門分野

1 整形外科

2 整形外科

3 内 科

4 呼吸器科

5 心療内科

6 外 科

7 脳神経外科

8 皮 膚 科

9 泌尿器科

10 E艮 科

‘11 放射線科

12 病 理 部

13 輪 血 部

14 神 経 科

15 脳神経外科

16 皮 膚 科

17 眼 科

18 耳鼻咽喉科

19 歯科口腔外科

20 整形外科

労災協力医名簿
お令交l'I局

平成21年 1月5日現在

委嘱期間(平成20年4月1日~平成23年 3月31日)

細 分 類 氏 名 現 職

関 節 蜂谷 将史 横浜南共済病院

脊 髄 近藤 総一 横浜南共済病院

代謝、内分泌学 西川 哲男 横浜労災病院

呼吸器学 森川 哲行 横浜労災病院

心身医学、呼吸器心身症 江花 昭一 横浜労災病院

腹部画像診断学、消化器外科学 尾崎 正彦 横浜労災病院

脳神経外科の血管障害 周 藤 高 横浜、労災病院

皮膚病理・皮膚腫揚 金子 聡 横浜労災病院

前立腺癌 山口 邦雄 横浜労災病院

眼感染免疫 鎌田 光二 横浜労災病院

放射線診断学 田 之 畑 一 則 川崎幸病院

細胞免疫病理学 角田 幸雄 横浜労災病院

内科学・血液学・臨床免疫学・輸血学 佐藤 忠調 横浜労災病院

精神科全般 窪 震圭 自由が丘診療所

脳外科全般 茂野 卓 関東労災病院

皮膚科全般、 足立 真 関東労災病院

眼科全般 平戸 孝明 関東労災病院

耳鼻科全般 調所 康之 関東労災病院

口腔外科 岡田とし江 関東労災病院

整形外科全般 石垣 正美 石垣整形外科医院



専門分野

1 整形外科

2 整形外科

3 内 科

4 呼吸器科

5 外 科

6 脳神経外科

7 皮 膚 科

8 泌尿器科

9 H艮 科

10 放射線科

11 病 理 部

12 輸 血 部

13 神 経 科

14 脳神経外科

15 皮 膚 科

16 H艮 科

17 耳鼻咽喉科

18 歯科口腔外科

19 整形外科

神ゑu，ゐ

労災協力医名簿

平成23年4月1日現在

委嘱期間(平成23年4月1日~平成26年 3月31日)

細 分 類 氏 名 現 職

関 節 蜂谷 将史 横浜南共済病院

脊 髄 近藤 総一 横浜南共済病院

代謝、内分泌学 西川 哲男 横浜労災病院

呼吸器学 森川 哲行 横浜労災病院

腹部画像診断学、消化器外科学 尾崎 正彦 横浜労災病院

脳神経外科の血管障害 周 藤 高 横浜労災病院

皮膚病理・皮膚腫揚 金子 聡 横浜労災病院

-前立腺癌 山口 邦雄 横浜労災病院

眼感染免疫 鎌田 光二 横浜労災病院

放射線診断学 回之畑一則 川崎幸病院

細胞免疫病理診断科 角田 幸雄 横浜労災病院

内科学・血液学・臨床免疫学・輸血学 佐藤 忠嗣 横浜労災病院

精神科全般 窪 震圭 自由 が 丘 診 療 所

脳外科全般 茂野 車 関東労災病院

皮膚科全般、 足立 真 関東労災病院

眼科全般 平戸 孝明 関東労災病院

耳鼻科全般 調所 康之 関東労災病院

口腔外科 岡 田 と し 江 関東労災病院

整形外科全般 石垣 正美 石垣整形外科医院

， 



専門分野

1 整形外科

2 整形外科

3 内 科

4 呼吸器科

5 外 科

6 脳神経外科

7 皮 膚 科

8 眼 科

9 放射線科

10 病 理 部

11 輸 血 部

12 神 経 科

13 脳神経外科

14 皮 膚 科

15 眼 科

16 耳鼻咽喉科

17 歯科口腔外科

18 整形外科

於奈¥1¥ゐ
労災協力医名簿

平成25年4月 1日現在

委嘱期間(平成23年4月1日~平成26年 3月 31日)

細 分 類 氏 名 現 月議

関 節 蜂谷 将史 横浜南共済病院

脊 髄 近藤 総ー 横浜南共済病院

代謝、内分泌学 西川 哲男 横浜労災病院

呼吸器学 森川 哲行 横浜労災病院

腹部画像診断学、消化器外科学 尾崎 正彦 横浜労災病院

脳神経外科の血管障害 周 藤 高 横浜労災病院

皮膚病理・皮膚腫揚 金子 聡 横浜労災病院

網膜・神経 加藤徹朗 横浜労災病、院

放射線診断学 田之畑一則 川崎幸病院

細胞免疫病理診断科 角田 幸雄 横浜労災病院

内科学・血液学・臨床免疫学・輸血学 佐藤 忠嗣 横浜労災病院

精神科全般 窪 震圭 自由が丘診療所

脳外科全般 立津孝幸 関東労災病院

皮膚科全般、 足立 真 関東労災病院

眼科全般 平戸 孝明 関東労災病院

耳鼻科全般 調所 康之 関東労災病院

口腔外科 岡田とし江 関東労災病院

整形外科全般 石垣 正美 石垣整形外科医院




