
地方労災医員名簿
終込局

平成21年4月1日現在 、 委嘱期間21.4.1-23.3.31

氏名 役職 勤務先 専門科 委嘱年月日 備考

11 林 泰男 副院長 I~医)繁岳明会
宇賀病院

整形外科 857.4.1 

21 伊勢 紘平 名誉院長
(医)創起会

整形外科 H5.4.1 
くまもと森都総合病院

31 福田 安嗣
特定施設 (医)清和会

呼吸器内科 ， H8.4.1 
やすつぐ

施設長代理 水前寺とうや病院

41 伊津野良治 理事長
'(財)杏仁会

神経内科 H21.4.1 
熊本内科病院

51 本田 喬 院長
(医)山部会

循環器科 H12.4.1 
たかし

竜山内科リJ、ピリテーショシ病院

61 桂 木 正 一 副院長
(医)宮尾会

神経精神科 H12.4.1 
桜がE病院

71 池 田 天 史 整形外科部長 (独)労働者健康福祉機構 整形外科 H13.4.1 
たかし

熊本労災病院

81 堀田 直子
(医)宮尾会

神経精神科 H14.7.1 
桜が丘病院

91'永 吉正 和 院長 |国民健康保険 胸部外科 H15.4.1 
天草市立河浦病院 心臓血管外科|

101 藤 岡正 導 院長
(福)思賜財団

脳神経外科 H15.4.1 
しようどう

済生会みすみ病院

111 丸林 徹 脳神経外科部長 {医}杉病村院会
杉村

脳神経外科 H19.4.1 

121 西 徹 |兼脳野部長ふー(福)恩賜財団
済生会熊本病院

脳神経外科 H21.8.1 

131 佐久間克彦|整形外科部長|熊本赤十字病院 整形外科 H22.4.1 



地方労災医員名簿
~'*'晶

平成23年4月1日現在 委嘱期間23.4.1-25.3.31 

氏名 役職 勤務先 専門科 委嘱年月日 備考

11 伊 勢 紘 平 名営院長
(医)創起会
lくまもと森都総合病院

整形外科 H5.4.1 

21 福田 安嗣
特定施設 f医)清和会

呼吸器内科 H8.4.1 
やすつぐ

施設長代理 水前寺とうや病院

31 伊津野良治
(財)杏仁会

理事長 -熊本内科病院 神経内科 H21.4.1 

41 本田 喬 院長
(医)山部会

循環器科 H12.4.1 
たかし

竜山内科リハビリテーション病院

51 宮本憲司朗 院長
(医)山田会

神経精神科 H23.4.1 
八代更生病院

61 桂 木 正 一 副院長 I~独)国立病院機構.
菊j地病院

神経精神科 H12.4.1 

71 池 田 天 史 整形外科部長 (独〉労働者健康領祉機構 整形外科 H13.4.1 
たかし

熊本労災病院

81 堀 田直 子 精神科部長 (医)杏仁会
熊本青明病院

神経精神.科| H14.7.1 

91 永 吉 正 和 院長 |国民健康立保険 胸部外科 H15.4.1 
天草市河浦病院 心臓血管外科|

101 藤 岡 正 導 院長
(福)恩賜財団

脳神経外科 H15.4.1 
しようどう

済生会みすみ病院

111 丸林 徹 脳神経外科部長
(医)杉村会

脳神経外科 H19.4.1 
杉村病院

121 酉 徹 |兼脳.率別部中院長セ長ン者一 (福)思賜財団 .脳神経外科 H21.8.1 
済生会熊本病院

131 佐久間克彦|整形外科部長 熊本赤十字病院 整形外科 H22.4.1 



地方労災医員名簿
熊本ふ

平成25年4月1日現在 .委嘱期間25.4.1-27.3.31 

氏名 役職 勤務先 専門科 委嘱年月日 備考

11 伊 勢 紘 平 名営院長
(医)創起会

整形外科 H5.4.1 
くまもと森都総合病院

21 福 田 安 嗣
特定施設 (医)清和会

呼吸器内科 H8.4.1 
やすつぐ

施設長代理 水前寺とうや病院

31 伊津野良治 理事長
(財)杏仁会

神経内科 H21.4.1 
熊本内科病院

41 本田 喬 院長
(医)山部会

循環器科 'H12.4.l 
たかし

竜山内科リハビリテーション病院

51 宮本憲司朗 院長
(医)山田会

神経精神科 H23.4.1 
八代更生病院

61 桂木正一 副院長 li医)富尾会
桜が丘病院

神経精神科 H12.4.1 

71 池田天史 整形外科部長 (独)労働者健康福祉機構 整形外科 H13.4.1 
たかし

熊本労災病院

81 堀田 直子 桜(医が)富尾会・
丘病院

神経精神科 H14.7.1 

91 永 吉 正 和 院長
国民健康保険
l天草市立河浦病院

胸部外科
心臓血管外科 l H15.4.1 

101 藤 岡 正 導 院長
(福)恩賜財団

脳神経外科 H15.4.1 
しようどう

済生会みすみ病院

111 丸林 徹 脳神経外科部長
(医)杉村会

脳神経外科 H19.4.1 
杉村病院

121 西 徹 |兼脳卒副中院セ長ンター (福)恩賜財病団 脳神経外科 H21.8.1 
部長・ 済生会熊本院J

131 佐久間克彦|整形外科部長 熊本赤十字病院 整形外科 l H22.4J 





労災協力医名簿 熊本ゐ

平成23年4月1日現在 、 任期 H26.3.31

氏名 役職 勤務先 専門科 委嘱年月日 備考

11 鶴上純一| 理事長
{医)鶴整会
l鶴上整形外科占リウマチ科. 整形外科 H8.10.1 

21伊津野良治 理事長
(財)杏仁会

H8.10.1 熊本肉科病院

31 本田 延孝 院長 須屋クリニック本国医院 外科 H8.10.1 

41 布田 龍佑| 名営顧問 |日限眼科医院 眼科 H8.10.1 

51 小倉 猛|形成外科部長 I~独)労働者健康福祉機構
熊本労災病院

形成外科 H8.10.1 

61 三浦正明 院長 |三浦整形外科医院 整形外科 H9.4.1 

71 東 一成| 院長 I~医社)東栄会
東整形外科

整形外科 H14.4.1 

81 松村 敏幸|循環器科部長 H独)労働者健康福祉機構
熊本労災病院

循環器科 H17.4.1 

91 原 靖幸 熊本赤十字病院 神経内科 H17.5.12 

(医)創起会 ーノ

101 藤山霊俊 理事長・院長 くまもと森都総合病院 内科 H18.4.10 

111 加藤 悌ニ| 院長
(医)椎の薬会
|かとう整形外科光の森

整形外科、| H19.4.1 

121 春野 博一| 理事長 I~医社)一真会 耳鼻咽喉科 H20.5.20 春野医院 (難聴)

吉永 健 I 支副鰻院セ長ン I 国家公務員共済組合連合会
131 よしながたけし 柴齢慌 ター長熊本中央病院 呼吸器科 H20.5.21 

141 すがもりたか センター長 I~福)思索財団
済生会本病院予防医療センター

呼吸器科 H20.6.23 




