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 　4 月より総合内科専門医を採用し、総合内科・感染症内科を新たに標榜致しました。　
また、乳腺外科においては常勤の乳腺専門医を採用し、乳房再建を行う体制の充実を図っ
て参ります。



新任医師紹介

◯総合内科・感染症内科※1
　医長　
　藤田　浩二
　（ふじた　こうじ）
　①岡山大学医学部
　②亀田総合病院
　③内科全般、感染症診療全般

◯内科
　田所　功
　（たどころ　こう）　
　①岡山大学医学部
　②岡山大学病院
　③神経内科

◯消化器外科　部長
　繁光　薫
　（しげみつ　かおり）
　①岡山大学医学部
　②関西医科大学附属病院
　③消化管外科、腹部救急外科

◯乳腺外科　部長　※2
　野上　智弘
　（のがみ　ともひろ）
　①岡山大学医学部
　②岡山大学病院
　③乳腺、甲状腺外科

◯循環器内科
　遠藤　豊宏
　（えんどう　とよひろ）
　①福岡大学医学部
　②岡山大学病院

◯内科　医長
　三浦　公
　（みうら　こう）
　①鳥取大学医学部
　②岡山大学病院
　③消化器内科

①出身大学 ②前勤務先

◯循環器内科　部長　
　柚木　佳
　（ゆのき　けい）
　①岡山大学医学部
　②国立岡山医療センター
　③虚血性心疾患 /末梢血管疾患
　冠動脈・末梢動脈インターベンション　
　動脈硬化、心臓リハビリテーション

◯口腔外科
　小畑　協一
　（おばた　きょういち）
　①岡山大学歯学部
　　岡山大学大学院
　②岡山大学病院
　③歯科一般

◯呼吸器外科　部長
　西川　仁士
　（にしかわ　ひとし）
　①産業医科大学医学部
　②広島市立広島市民病院
　③呼吸器外科

◯内科　主任　
　下村　泰之
　（しもむら　やすゆき）
　①岡山大学医学部
　　岡山大学大学院
　②岡山大学病院
　③糖尿病、肝臓病、消化器病

③専門領域

※１　４月より総合内科・感染症内科を標榜
※２　常勤の乳腺外科専門医を採用



新任医師紹介

◯皮膚科　医長
　梅村　啓史
　（うめむら　ひろし）
　①千葉大学医学部
　②岡山大学病院
　③遺伝性皮膚疾患

◯整形外科　医長
　皆川　寛
　（みながわ　ひろし）
　①岡山大学医学部
　②岡山労災病院
　③整形外科一般、下肢人工関節

◯整形外科　医長
　高橋　基城
　（たかはし　もとき）
　①自治医科大学医学部
　②香川県立中央病院
　③外傷、人工関節

◯整形外科　主任
　杉生　和久
　（すぎう　かずひさ）
　①大分医科大学医学部
　②岡山大学病院
　③整形外科一般

◯小児科　
　川場　大輔
　（かわば　だいすけ）
　①鳥取大学医学部
　②研修医→常勤へ

◯小児科
　妹尾　慎太郎
　（せのお　しんたろう）
　①久留米大学医学部
　②研修医→常勤へ

◯小児科　
　前島　敦
　（まえじま　あつし）
　①鳥取大学医学部
　②研修医→常勤へ

◯整形外科　
　内藤　健太
　（ないとう　けんた）
　①岡山大学医学部
　②岩国医療センター

①出身大学 ②前勤務先 ③専門領域

◯脳神経外科
　牧野　圭悟
　（まきの　けいご）
　①大分医科大学医学部
　②岡山大学病院
　

新任外国医師紹介
◯国際医療支援センター　センター長　
　金　東村
　（きん　とうそん）
　①中国吉林省長春市吉林大学白求恩医学院
　②兵庫県立粒子線医療センター



新任研修医紹介
①出身大学

◯研修医　田中　道徳
　（たなか　みちのり）
　①島根大学医学部

◯研修医　牧田　美友紀
　（まきた　みゆき）
　①岡山大学医学部

◯研修医　矢杉　賢吾
　（やすぎ　けんご）
　①岡山大学医学部

◯研修医　越智　聡子
　（おち　さとこ）
　①岡山大学医学部

◯研修医　原田　晋二
　（はらだ　しんじ）
　①岡山大学医学部

◯研修医　大木　初里
　（おおき　ういり）
　①鳥取大学医学部

◯研修医　柏坂　舞
　（かしさか　まい）
　①岡山大学医学部

◯研修医　水田　亮
　（みずた　りょう）
　①岡山大学医学部

◯研修医　池田　政勝
　（いけだ　まさかつ）
　①川崎医科大学医学部

◯研修医　吉岡　和樹
　（よしおか　かずき）
　①鳥取大学医学部

◯研修医　田淵　裕也
　（たぶち　ゆうや）
　①鳥取大学医学部



退職医師紹介

◯内科　松三　明宏　　
　岡山大学病院へ

◯内科　橘　洋美
　倉敷成人病センター

◯内科　安富　絵里子
　岡山大学病院へ

◯内科　本倉　恵美　
    岡山大学病院へ

◯内科　片岡　淳朗　　
    福山医療センターへ

◯小児科　清水　敬太
　山陰労災病院へ

◯小児科　楠田　麻美
　岡山大学病院へ

◯小児科　佐藤　剛史
　岡山大学病院へ

◯循環器内科　宮本 真和
　岡山大学病院へ

◯循環器内科　多屋　慧
　香川県立中央病院へ

◯整形外科　渡辺　雅仁
　岡山大学病院へ

◯外科　松村　年久
　岡山医療センターへ

◯整形外科　井上　淳
　水島中央病院へ

◯クリニック　耳鼻科　   
    竹久　亨　



退職医師紹介
◯整形外科　佐藤　嘉洋　　
　福山医療センターへ

◯脳神経外科　坪井　伸成
　岡山大学病院

◯脳神経外科　雪上　直人
　名古屋徳洲会総合病院へ

◯救命センター　
   小﨑　吉訓　
   岡山大学病院へ

◯口腔外科　兒玉　真一　　
    いわき病院へ

◯研修医科　木村　領佑
　静岡市立静岡病院へ

◯研修医科　内藤　祥
　鳥取大学医学部附属病院へ

◯研修医科　谷本　尚吾
　大原病院へ

◯研修医科（歯科）
　薬師寺　翔太
　岡山大学病院へ

◯研修医科　栗本　真吾
　徳島赤十字病院へ

◯整形外科　金丸　明博
　岡山赤十字病院へ



がん陽子線治療センター治療実績　

　H28.4.28 ～ H29.4.5　陽子線治療患者数　79名（治療中も含む）　

地域別治療患者数 疾患別治療患者数

　昨年 4 月に治療を開始して以来、たくさんのご紹介ありがとうございます。現在当院で
は、前立腺がん、肝がん、早期肺がん、進行肺がん、胆管がん、膵がん、転移性腫瘍、食道がん、
直腸がん術後局所再発の治療を開始しております。
　ご紹介、お問合わせは、がん陽子線治療センター受付までご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0868-21-8150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX   0868-21-8151
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月曜～金曜　9：00～ 17：00）
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研究会、教室のご案内

私たち津山慈風会は、

地域の皆さんに

やさしく寄り添います

津山中央病院 地域連携室
〒708-0841　津山市川崎 1756
TEL 0868-21-8111  FAX 0868-21-8201
ﾒｰﾙ  tcmn@tch.or.jp
HP  http://www.tch.or.jp

日時／平成29年4月25日（火）19：00~20：15　記念ホール
内容／津山肺がん薬物療法・ＣＣセミナー
講演／『非小細胞癌における薬物療法について』
講師／先端医療センター病院　総合腫瘍科　副医長　秦　明登　先生

■津山中央病院　糖尿病教室　
　日時／毎週月曜日　13:00 ～ 14:00
　場所／津山中央健康管理センター３階
 　　　　A会議室

外来診療担当医の変更について

 4月

ＣＣセミナー（地域連携セミナー）のご案内
当院では、地域連携セミナーとして、ＣＣセミナーを開催しています。
地域の医療従事者の方に自由にご参加いただけます。

津山中央病院、津山中央記念病院、津山中央クリニックに変更がありました。別紙、外来診療担当医
表にてご確認下さい。ホームページ（http://www.tch.or.jp）でもご覧いただけます。

　『リドカイン静注用 2％シリンジ（リドクイック）の誤投与』
重大医療事故が起きたことを想定し、初期対応法の訓練を行います。今回は、指示の聞き間違いにより心
室性不整脈の予防剤を大量投与され死亡に至ったことを想定しています。また今年の内容には、一昨年 10
月から施行された「医療事故調査支援センターへの報告」も取り入れています。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
なお、ご参加いただいた方には研修会参加証を発行（後日）させていただきます。

日時：5月 18日（木）18時～ 19時 30分
場所：津山中央病院 慈風会記念ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                お問い合わせは、津山中央病院　医療安全管理室

■美作地区胸腹部画像診断研究会
　日時／通常毎月第４金曜日 19:00 ～（8・12 月を除く）
　場所／津山中央病院　医療研修センター　２階講義室
　※変更がある場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい

■津山中央記念病院　糖尿病教室
　日時／毎週火・水曜日　13:30 ～（30 ～ 60 分程度）
　場所／津山中央記念病院２階会議室

 第 9 回 重大医療事故想定初期対応訓練のご案内 
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