
地方労災医員名簿

22.4.1現在

。岡山労働局

(五十音順)

摘葬』 岡山大学大学院 保健学研究科教授

~~JJ i福2ニ 岡山労災病院 脳神経外科部長

革去 I1巳 岡山労災病院 副院長・内科部長

議春美条 吉備高原医療リJ、ピリテーションセンター 名誉院長

面逗議ジ 倉敷神経科病院 医員

妻彰皮議台 岡山労災病院 第二循環器科部長

酋議主1詰 アスカ国際クリニック 顧問医

初口議R 岡山労災病院 副院長・整形外科部長

館面童福 岡山労災病院 リハビリ科部長

協繰 慈圭病院 院長

マ間ノ野 マ正ザユ之キ 岡山労災病院 副院長・外科部長

ミ宮ヤモ本ト ヒ久ザシ士 津山中央クリニック 院長

横山勉 医療法人社団宏知会青山病院(尾道市)医員-

総論ケ 河田病院 理事



地方労災医員名簿

23.4.1現在

。岡山労働局

(五十音順)

開鞠 岡山大学大学院 保健学研究科教授

臨海と 岡山労災病院 脳神経外科部長

算去宣巴 岡山労災病院 副院長・内科部長

議争議条 吉備高原医療リ，、ビリテーションセンター 名誉院長

d因-遺4・ペ 今研、 ν - 倉敷神経科病院 医員

員百皮 3彰台 岡山労災病院 循環器内科部長

酋i主1h国立病院機構岡山医療センター 名誉院長

約百畿日 岡山労災病院 副院長

信包議1亀 岡山労災病院 リハビリ科部長

議h-偽 慈圭病院 院長

マ間ノ野 マ正ザユ之キ 岡山労災病院 副院長・外科部長

ミ宮ヤモ本ト ヒ久サシ士 津山中央クリニック 院長

拠能 医療法人社団宏知会青山病院(尾道市)医員

総論ケ 河田病院 理事



地方労災医員名簿

24.4.1現在

。-岡山労働局

(五十音順)

芹両輪 岡山大学大学院 保健学研究科教授

斉立1763二 岡山労災病院 副院長・脳神経外科部長

革基 lal巳 岡山労災病院 副院長・内科部長

議告案条 吉備高原医療リJ、ピリテーションセンター 名誉院長

面逗篇ジ 倉敷神経科病院 顧問

新皮綴台 岡山労災病院 循環器内科部長

酋蒔主1詰 国立病院機構岡山医療センター 名誉院長

術議日 岡山労災病院 副院長

館包童話 岡山労災病院 リハビリ科部長

協繰 慈圭病院 院長

マ間ノ野 マ正ザユ之キ 諸国民太郎クリニック 医師

ミ宮ヤ宅本ト ヒ久ザシ
士 津山中央クリニック 院長

積立l鷲註 医療法人社団宏知会青山病院(尾道市)医師

議議論ケ 河田病院 理事



地方労災医員名簿

25.4.1現在

。岡山労働局地方労災医員

(順不同)

完論議 岡山大学大学院 保健学研究科長

斉立1762二 岡山労災病院 副院長・脳神経外科部長

算玄室巳 岡山労災病院 副院長・内科部長

ーコ河ウチ内 ヒ弘ロシ 国立病院機構岡山医療センター 名誉院長

面逗議ジ 倉敷神経科病院 顧問

議後議台 岡山労災病院 循環器内科部長

酋E主主有 国立病院機構岡山医療センター 名誉院長

ツ壷ポウ内チ ミ貢ツグ 岡山労災病院 整形外科部長

積包童話 岡山労災病院 副医院長・リハビリテーシヨン科部長

験続 慈圭病院 院長

マ間ノ野 マ正サユ之キ 諸国民太郎クリニック 医師

ミ宮ヤ宅本ト ヒ久サシ士 津山中央クリニック 名誉院長

横 山勉 医療法人社団宏知会青山病院(尾道市)医師

議論ケ 河田病院 理事

徳トタヒ弘ロメJレア昭キヒ博ロ 吉備高原医療リ，、ピリテーションセンター 院長



労災協力医名簿

22.4.1現在

。岡山労働局

(五十音順)

露両蓬轟 広島大学大学院
医歯薬学総合研究科教授
(病理学)

2渓参賀 岡山大学病院 精神科・神経科准教授

3室参議乞 岡山労災病院 呼吸器内科部長

4予hぎ 岡山労災病院
. 

麻酔科部長

5雫百議長 日笠クリニック

6百3主主為 岡山大学病院 皮膚科助教

7蘇茎qh川崎医科大学付属病院 救急医学科教授

8諺自発事 川崎医科大学付属病院 神経内科教授

9議訟砲事 吉備高原医療リJ、ピリテーションセンター 院長

10 案通莞 岡山済生会総合病院 形成外科主任医長

11 aR議論3 山陰労災病院 振動障害研究センター長

12 ナ名ペ部 マ誠コト 吉備高原医療リハビリテーションセンター 内科部長

13 議後韮脊 岡山労災病院 耳鼻咽喉科部長

14 西 英詩 岡山労災病院 第二外科部長

15 フ藤ジイ井 リ龍ュ平ウへイ 藤井歯科診療所 院長

16 論呆ミ註 岡山労災病院 眼科副部長

17 経3k縫孟 岡山市立市民病院 院長(脳神経外科)

18 日来帯主 岡山労災病院 放射線科部長

19 面審議柔 岡山理科大学理学部 臨床生命科学科教授

20 記と等条 津山中央病院 脳神経外科

以上20名就任(欠員15名)



労災協力医名簿

23.4.1現在

。岡山労働局

(五十音JI頂)

1鉱両藤嘉 広島大学大学院
医歯薬学総合研究科教授
(病理学)

2渓象賓 岡山大学病院 精神科・神経科准教授

3 ゲ玄ン場パ ケ顕ンイ一チ 福山医療センター 呼吸器内科医長

4雫旬窒 岡山労災病院 麻酔科部長

5苓:b議長 日笠クリニック 医師、

6議論 岡山大学病院 皮膚科助教

7 語託善竺~iß 川崎医科大学附属病院 救急医学科教授

8ス砂ナ田ダ ・ヨ芳シヒ秀デ 川崎医科大学附属病院 副学長・神経内科教授

9議患詰1量 吉備高原医療リハピリテーションセンター 院長

10 系議莞 岡山済生会総合病院 形成外科主任医長

11 38象苦言h山陰労災病院 振動障害研究センター長

12 ナ名ペ部 マ誠コト 吉備高原医療リハビリテーションセンター 内科部長

13 議6皮萱苓 岡山労災病院 耳鼻咽喉科部長

1'4 西 英詩 岡山労災病院 第二外科部長

15 議決龍平 藤井歯科診療所 院長

16 組ゑミ註 岡山労災病院 眼科部長

17 訟3k縫孟 岡山市立市民病院 院長(脳神経外科)

18 日ま髄 岡山労災病院 放射線科部長

19 面審議柔 岡山理科大学理学部 臨床生命科学科教授

20 ゐと等条 津山中央病院 副院長・脳神経外科

以上20名就任(欠員15名)



労災協力医名簿

24.4.1現在

。岡山労働局

(五十音順)

1み1元議桑 総合遠隔医療支援機構 理事長

2蓋議議乞 福山医療センター 呼吸器内科医長

3ネ包董b 岡山労災病院 副院長・麻酔科部長

4雫函議長 日笠クリニック 医師

51~議訟己 岡山大学病院‘ 皮膚科助教

6語3k菩乞官R川崎医科大学附属病院 救急医学科教授

7諺白美事 川崎医科大学附属病院 副学長・神経内科部長

8議訟詰高 吉備高原医療リハビリテーションセンター 院長

9系議莞 岡山済生会総合病院 形成外科診療部長

10 SR翁吾首 山陰労災病院 振動障害研究センター長

11 ナ名ペ部 マ誠ヨト 矢掛町国民健康保険病院 事業管理者・医師

12 議後韮苓 岡山労災病院 耳鼻咽喉科部長

13 西 実苓 岡山労災病院 外科部長

14 議》キ龍宝戸 藤井歯科診療所 院長

15 組呆ミ註 岡山労災病院 眼科部長

16 訟3k縫孟 岡山市立市民病院 院長(脳神経外科)

17 日基蒔う量 岡山労災病院 副院長・放射線科部長

18 面審議柔 岡山理科大学理学部 臨床生命科学科教授

19 3日と等条 津山中央病院 副院長・脳神経外科

以上19名就任(欠員16名)



労災協力医名簿

25.4.1現在

。岡山労働局労災協力医

(順不同)

11W~ 藻鼻 総合遠隔医療支援機構 理事長

2釜場議乞 福山医療センター 呼吸器内科医長

3ネ匂窒 岡山労災病院 副院長・麻酔科部長

4雫函議長 日笠クリニック 医師

5‘縁部E 岡山大学病院 皮膚科助教

6語鴻3E川崎医科大学附属病院 救急医学科教授

7諺白美事 川崎医科大学附属病院 副学長・神経内科部長

8議弘詰寵 吉備高原医療リJ、ビリテーションセンター 院長

9菜希薄 岡山済生会総合病院 形成外科診療部長

10 3R議論 山陰労災病院 振動障害研究センター長

11 ナ名ベ部 マ誠コト 矢掛町国民健康保険病院 事業管理者・医師

12 ナ難ンパ波 マ正サユ行キ 岡山労災病院 耳鼻咽喉科部長

13 西 英詩 岡山労災病院 胸部外科部長

14 義弘龍三戸 藤井歯科診療所 院長

15 詣ゑミ註 岡山労災病院 眼科部長

16 益率縫孟 岡山市立市民病院 院長(脳神経外科)

17 日来蒔盲 岡山労災病院 副院長・放射線科部長

18 面う委譲柔 岡山理科大学理学部 臨床病理学教授

19 記と峯条 津山中央記念病院 副院長・脳神経外科

20 フ藤ジモ本ト ノ伸ブ一カズ 岡山労災病院 腫療内科部長

21 3E捺議1包 岡山大学病院 放射線科講師

以上21名就任(欠員14名)




