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地域ともっとクロス！する山口赤十字病院 

呼吸器外科 部長     黒木 英男 ( くろき ひでお ) 

専門： 外科 ・ 呼吸器外科         

 4月より外科に赴任しました黒木英男と申します。                                                                

以前にもお世話になっており、2年ぶりの復帰となります。                                                                  

呼吸器外科手術、特に胸腔鏡下手術の研鑽を積んで参りました。 

 外科症例および呼吸器外科症例のご紹介を宜しくお願い申し上げます。  

内科 副部長     春山 直樹 ( はるやま なおき ) 

専門： 腎臓内科 ・ 透析 

4月より内科に赴任した春山直樹です。専門は腎臓内科・透析療法です。                          

地域の皆様のためにお役に立てるように精進します。                      

よろしくお願いします。  

内科 副部長     近藤 学 ( こんどう まなぶ ) 

専門： 糖尿病や甲状腺疾患を中心とした内分泌疾患・代謝疾患  

4月から内科で糖尿病や甲状腺疾患を中心とした内分泌・代謝領域を主に担当しております。      

3年前まで山口赤十字病院で勤務しており、また山口市で勤務できることを嬉しく思います。 

 糖尿病は個々の患者さんに依る部分が大きい病気です。食事療法・薬物療法ともに、                             

患者さんと相談しながら個々に合った治療方法を選択することが不可欠です。                                           

食事療法についての考え方は以前より柔軟になりつつあり、薬物療法の選択肢も                                         

拡がっています。内分泌・代謝疾患でお困りの際は是非ご相談ください。  

この4月に赴任した医師を紹介させていただきます。これからよろしくお願いいたします。 



地域ともっとクロス！する山口赤十字病院 

循環器内科 副部長     鈴木 慎介 ( すずき しんすけ ) 

専門： 循環器一般 

 4月より循環器内科へ赴任して参りました鈴木慎介と申します。                                  

循環器内科の不整脈を専攻していました。                                                 

山口の医療に貢献できるように精進して参りますので、宜しくお願い致します。 

耳鼻咽喉科 副部長     佐藤 方宣 ( さとう まさのぶ ) 

専門: 耳鼻咽喉科一般 

内科 副部長     鈴木 俊幸 ( すずき としゆき ) 

専門： 消化器 / 胆膵 

 内科に赴任した鈴木と申します。 

これまで消化器、特に胆膵疾患を中心に診療して参りました。 

微力ながら地域の皆様のお役に立てるよう努めたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

泌尿器科 副部長     野村 悠一郎 ( のむら ゆういちろう ) 

専門： 泌尿器科一般 

 高校・大学の進学は県外でしたが、山口大学に入局し、    

このたび、実家のある山口市に赴任となりました。        

医師としてはまだまだ若手になりますが、頑張って参ります。 

内科 副部長     中山 剛志 ( なかやま つよし ) 

専門： 膠原病 ・  リウマチ 

 4月より着任いたしました膠原病内科の中山剛志です。                                          

膠原病は馴染みの少ない病気かと思います。膠原病と一括りに言っても、                  

関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどのいわゆる膠原病に加え、血管炎など                     

様々な疾患が含まれ、その症状も多種多様です。何か困った症例がありましたら、                    

遠慮なくご紹介ください。                                                                                                      

  また、膠原病の患者様は合併症も多く、検査や        

治療に関しても様々な科の先生に助けていただき  

ながら進めていく必要があります。そのため、患者様を

度々紹介させて頂くこともあるかと思いますが、                

ご容赦いただけますようお願いします。 

  今後とも何卒よろしくお願いします。 

内科医師  

 森崎 晋史   (もりさき しんじ) 

内科医師 

 岩本 昴樹  (いわもと たかき) 

小児科医師 

 村本 健翔 (むらもと けんしょう) 

脳神経外科医師  

 尾  亮介 (おつじ りょうすけ) 

放射線科医師  

 野村 大輔 (のむら だいすけ) 

産婦人科医師 (嘱託) 

 宮田 康平 (みやた こうへい) 

小児科医師 

 濱野 弘樹  (はまの ひろき) 

整形外科医師  

 有隅 晋吉 (ありすみ しんきち) 

整形外科医師  

 國分 康彦 (こくぶ やすひこ) 

歯科口腔外科医師  

 梶田 倫功 (かじた ともなり) 

整形外科医師  

 金海 光祐 (かねうみ こうすけ) 

外科医師 

 伊達 聡美  (だて さとみ) 

 4月より耳鼻咽喉科に赴任しました佐藤方宣と申します。                    

九州大学病院や下関で勤務し、直近の4年間は九州大学で          

頭頸部腫瘍（耳、鼻、のど、首にできる腫瘍）の病理診断や    

研究を行っていました。診療では、患者さんの症状にしっかり             

対応できるように努めて参りますので、宜しくお願い致します。 

産婦人科医師(嘱託) 

 長屋 陽平  (ながや ようへい) 
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地域ともっとクロス！する山口赤十字病院 

 
 医療社会事業部(地域医療連携室)着任のごあいさつ 

 医療社会事業副部長・看護副部長   木村 啓子 

  看護副部長の木村啓子です。今年度より医療社会事業部 副部長を拝命しました。                                 

医療社会事業部では、地域医療推進課や訪問看護ステーション、健診センターを          

はじめ、入退院支援・相談支援を行っております。地域住民の皆様の健康の                  

保持増進とあたたかな信頼のおける医療が提供できるようにお手伝いさせていただきます。 

 地域連携室と訪問看護ステーションは、4月から看護師長が交替しました。                           

前任者同様引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。 

  地域連携室 看護師長   濱村 みゆき 

 今年の2月から地域医療連携室勤務になりました濱村です。私は今まで手術室・外来・         

病棟で勤務し、病棟では内科・循環器内科・神経内科・外科・耳鼻咽喉科・婦人科・                  

皮膚科・歯科口腔外科の経験があります。それぞれの部門や科の経験を強みにして、                  

患者様のために地域の開業医の先生、病院、地域福祉施設の方々とより良い連携が                 

図れるように橋渡し役となれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【写真左から】 河村師長(前任)、濱村師長、木村副部長 

【退  職 （3月31日 付）】                

 地域の先生方には、大変お世話になりました 。                                                           

副院長              的場 直行                               産婦人科     部  長     西村 典子 

内  科        副部長     永尾 優子                              内  科       副部長     長畑 誠修  

循環器内科    副部長      沢   映良                              耳鼻咽喉科   副部長      内   龍太郎 

放射線科     副部長    永尾 英毅                              内  科       医  師     内田 裕士 

神経内科     医  師       細山 幸子                              小児科       医  師     三宅 晶子 

外  科      医  師      林   昌孝                              整形外科     医  師     清水 大樹 

整形外科     医  師       田代 英慈                              整形外科     医  師       筒井  聡  

脳神経外科    医  師       瀧川 浩介                              歯科口腔外科  医  師    眞野 亮介                                                                      

 
やまクロInformation 

地域医療連携室の業務時間延長のお知らせ 

5月７日(月)より、地域医療連携室の業務時間を ８時３０分～１８時までに延長します。 

※ただし、緊急の患者さまのご連絡は、今までどおり17時以降は山口赤十字病院（代表）083-923-0111 にお願いいたします。 


