
 診療各科・病棟等の責任者一覧 

 統括診療部長 松原 広己 (循環器内科) 

副統括診療部長 太田 徹哉（外科） 

診療部長 米井 敏郎（呼吸器科） 

 佐藤 徹（整形外科） 

 影山 操（新生児科） 

 太田 康介（腎臓内科） 

 藤原 拓造（腎臓移植外科） 

  

  

  

  

呼吸器内科 柴山 卓夫 

 藤原 慶一 

 佐藤 賢 

循環器内科 渡邊 敦之 

 宗政 充 

腎臓内科 太田 康介 

脳神経内科 真邊 泰宏 

小児科 清水 順也 

 古城 真秀子 

新生児科 影山 操 

 中村 信 

血液内科 角南 一貴 

 牧田 雅典 

糖尿病・代謝内科 肥田 和之 

総合診療科 竹山 貴久 

精神科 岸口 武寛 

消化器内科 万波 智彦 

 清水 慎一 

緩和ケア内科 宮武 和代 

感染症内科 齋藤 崇 

内科医長 山下 晴弘 

呼吸器外科 平見 有二 

泌尿器科  市川 孝治 

外科 太田 徹哉 

消化器外科 國末 浩範 

腎移植外科 藤原 拓造 

小児外科 中原 康雄 

整形外科 佐藤 徹 

 竹内 一裕 

皮膚科 浅越 健治 

産婦人科 多田 克彦 

 熊澤 一真 

眼科 尾嶋 有美 

 江木 邦晃 

  

診 療 科 医 長 

 

 

薬剤部長 山本 宏 
副薬剤部長 吉田 昭昌 
 髙橋 洋子 
  
  
  
診療放射線技師長 近藤 晃 
臨床検査技師長 黒田 和彦 
栄養管理室長 兼 任美 
  
  
  
5A病棟 甲斐 里美 
5B病棟 香川 亮子 
6A病棟 常久 幸恵 
6B病棟 中原 翔 
7A病棟 川崎 崇代 
7B病棟 三谷 順子 

8A病棟 小山 仁一 

8B病棟 上本 朱美 
9A病棟 向井 理恵 
9B病棟 小林 克枝 
10A病棟 別所 悦子 
10B病棟 大東 千晶 
手術室 柳樂 憲子 
外来 岡本 三重子 
 井澤 俊二 
西2病棟 駒形 亜子 
西4病棟 上原 明美 
病床担当 小林 陽子 
教育担当 槇本 治美 
医療安全管理室 田村 陽子 
地域医療連携室 溝内 育子 

病 棟 看 護 師 長 等 

技 師 長 ・ 室 長 

薬 剤 部  

統 括 診 療 部  
形成外科 末延 耕作 

脳神経外科 吉田 秀行 

心臓血管外科 岡田 正比呂 

 中井 幹三 

耳鼻咽喉科  赤木 祐介 

麻酔科 野上 悟史 

救急科 宮地 克維 

放射線科 新屋 晴孝 

臨床検査科 神農 陽子 

リハビリテーション科医長 塩田 直史 

 西﨑 真理 

歯科 角南 次郎 

 

 

 

 

院長 久保 俊英 （小児科）          

厚生労働省臨床研修指導医 

日本小児科学会専門医 

日本小児科学会研修指導責任医 

日本肥満学会肥満症専門医 

日本肥満学会肥満症指導医 

 

副院長 岡田 正比呂（心臓血管外科）    

厚生労働省臨床研修指導医 

日本外科学会指導医 

日本外科学会専門医 

日本循環器学会専門医 

心臓血管外科専門医認定機構修練指導医 

三学会構成心臓血管外科専門医認定機構専門医 

 

副院長 柴山 卓夫（呼吸器内科）      

厚生労働省臨床研修指導医 

日本医師会認定産業医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本がん治療認定医機構認定医 

日本呼吸器学会専門医 

日本呼吸器学会指導医 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法指導医 

ＩＣＤ制度協議会インフェクションコントロールドクター  

 

《循環器内科》               

松原 広己                 

厚生労働省臨床研修指導医 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会認定内科医 

 

渡邊 敦之                 

厚生労働省臨床研修指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会指導医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

日本循環器学会指導医 

日本心血管インターベンション治療学会名誉専門医 

日本不整脈心電学会不整脈専門医 

岡山市身体障害者福祉法第１５条指定医 

 

宗政 充                  

厚生労働省臨床研修指導医 

 

 

 

 

日本医師会認定産業医 

日本内科学会指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本血液学会専門医 

日本脈管学会専門医 

日本透析医学会専門医 

日本循環器学会専門医 

日本超音波医学会専門医 

日本超音波医学会循環器指導医 

日本老年医学会老年病専門医 

日本老年医学会老年病指導医 

日本心血管インターベンション治療学会専門医 

日本心血管インターベンション治療学会認定医 

日本心血管インターベンション治療学会専門医認定医制度審議会施設代表医  

日本総合健診医学会・日本人間ドック学会人間ドック健診専門医 

日本人間ドック学会認定医 

 

下川原 裕人                 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会総合内科専門医 

 

田渕 勲                   

厚生労働省臨床研修指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

日本心血管インターベンション治療学会専門医 

 

重歳 正尚                  

厚生労働省臨床研修指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

日本心血管インターベンション治療学会認定医 

日本心血管インターベンション治療学会専門医 

 

杦山 陽一                  

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

 

内藤 貴教                 

日本内科学会認定内科医 

 

小橋 宗一郎                  

日本内科学会認定内科医 
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