三豊市立永康病院診療科紹介

常勤医師
非常勤医師

/

内

科
専門領域：消化器内科
日本内科学会認定内科医

専門領域：一般内科
神経内科
消化管疾患
日本内科学会認定内科医

内田 善仁（うちだ よしひと）名誉院長

日本消化器内視鏡学会
内視鏡専門医
日本神経学会

専門領域：消化器内科

日本神経治療学会
香川大学医学部臨床教授

潟中 淳一（かたなか じゅんいち） 病院長

倉田 博英（くらた ひろひで）医長
専門領域：神経内科、特に
パーキンソン病その他の運動
異常症、重症筋無力症の治療

専門領域：内科一般
日本内科学会認定内科医

日本内科学会認定内科医・指導医
日本神経学会
認定神経内科専門医・指導医

池田 千晶（いけだ ちあき） 医員

日本老年医学会
認定老年病専門医・指導医
日本臨床神経生理学会脳波分野、

峠 哲男 （とうげ てつお）先生
香川大学医学部医学科健康科学系健康科学 教授

筋電図、神経伝道分野認定医
日本医師会認定産業医

専門領域：神経内科一般

専門領域：神経内科一般

日本内科学会

日本内科学会認定医

認定内科医・総合内科専門医・指導医

日本神経学会神経内科専門医

日本神経学会認定神経内科専門医

日本医師会認定産業医

久米 広大（くめ こうだい） 先生
香川大学医学部自治体病院支援・推進医学講座
客員准教授

野中 和香子（のなか わかこ） 先生
香川大学医学部自治体病院支援・推進医学講座
客員助教

専門領域：呼吸器疾患一般
喘息・アレルギー

専門領域：内科
日本循環器学会
日本心臓病学会

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

日本超音波医学会超音波専門医

日本アレルギー学会専門医・指導医

加藤 茂樹（かとう しげき） 先生
川崎医科大学附属病院呼吸器内科医長（講師）

循環器内科

平林 浩一（ひらばやし こういち） 先生
医療法人社団 平林医院 院長

専門領域：循環器

専門領域：糖尿病・内分泌

日本内科学会認定内科医

日本内科学会認定内科医
日本内分泌学会専門医

岸之上 隆雄（きしのうえ たかお） 先生
三豊総合病院循環器科 副医長

佐藤 誠祐（さとう せいすけ） 先生
香川大学医学部附属病院内分泌代謝内科 助教

整形外科
永康ナース

専門領域：骨折外傷
変形性関節症
骨粗鬆症
日本整形外科学会
整形外科専門医・指導医

香川県立中央病院などの医師
が診療しています。

中部日本整形外科災害外科学会
中国四国整形外科学会など

香川県立中央病院などの医師
石橋 直大（いしばし なおひろ） 統括副院長

専門領域：整形外科一般
日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会

日本軟骨代謝学会 日本整形外科スポーツ医学会
日本人工関節学会 中国四国整形外科学会など

棏平 将太（たきひら しょうた） 先生
岡山大学整形外科学教室医師

三豊市の花
マーガレット

外科
専門領域：外科
日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医

三角 俊毅（みすみ としき） 先生
番の州ハピネスクリニック 院長

脳神経外科
専門領域：脳神経外科

脳卒中 日本脳神経外科学会専門医・指導医

日本脳神経血管内治療学会認定医

日本脊髄外科学会認定医

日本リハビリテーション医学会臨床認定医
日本脳卒中学会専門医

日本脳卒中の外科学会技術指導医

社会医学系専門医・指導医

日本医師会認定産業医

吉野 公博（よしの きみひろ） 先生

香川労災病院 病院長

精神科 心療内科 神経科
専門領域：精神科全般
日本精神神経学会精神科専門医・指導医
精神保健指定医

奥平 篤之（おくだいら あつし） 診療部長

専門領域：精神科全般
日本精神神経学会精神科専門医・指導医

専門領域：精神科全般

精神保健指定医

日本精神神経学会精神科

総合病院精神医学会
一般病院連携精神医学特定指導医

眞鍋 貴子（まなべ たかこ） 先生
香川大学医学部附属病院精神科神経科 助教

専門医・指導医
精神保健指定医

宮崎 洋一（みやざき よういち） 先生

眼 科
専門領域：角膜

専門領域：緑内障

眼科一般

日本眼科学会 日本角膜学会

日本眼科学会 日本緑内障学会

日本眼科学会眼科専門医

日本眼科学会眼科専門医

日本組織移植学会専門医

眼科 PTD 認定医

請川 香里（うけがわ かおり） 先生
医療法人明世社 白井病院

坂根 由梨（さかね ゆり） 先生
医療法人明世社 白井病院

耳鼻咽喉科

＊香川大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科の先生
方が診察に当たります。
専門領域：難聴 人工内耳

専門領域：頭頸部腫瘍

中耳疾患

めまい

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医

頭頸部がん専門医 頭頸部がん暫定指導医

日本耳科学会耳科手術指導医

日本がん治療認定医 補聴器相談医

日本医師会認定産業医
補聴器相談医 めまい相談医

星川 広史（ほしかわ ひろし） 先生
香川大学医学部附属病院 副病院長
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授

宮下 武憲（みやした たけのり） 先生
香川大学医学部附属病院
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授

専門領域：音声障害
嚥下障害

専門領域：頭頸部腫瘍

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医

補聴器相談医

頭頸部がん専門医・指導医
がん治療認定医 補聴器相談医

印藤 加奈子（いんどう かなこ） 先生
香川大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 講師

岸野 毅日人（きしの たけひと） 先生
香川大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 助教

専門領域：副鼻腔疾患
アレルギー性鼻炎 嗅覚障害

専門領域：副鼻腔疾患

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医

嗅覚障害

日本アレルギー学会専門医

日本耳鼻咽喉科学会専門医

秋山 貢佐（あきやま こうすけ） 先生
香川大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 助教

寒川 泰（さむかわ やすし） 先生
香川大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 助教

高橋 幸稔 （たかはし さとし）先生
香川大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 医員

専門領域：耳鼻咽喉科全般

小児科

＊岡田先生を中心に四国こどもとおとなの医療
センターの医師が診察にあたります。

専門領域：小児科

小児感染症

日本小児科学会専門医・指導医 日本感染症学会専門医・指導医
抗菌化学療法指導医 ICD 協議会認定 ICD

岡田 隆文（おかだ たかふみ） 先生
四国こどもとおとなの医療センター 内科系診療副部長
小児感染症内科医長 小児科医長

泌尿器科
専門領域：泌尿器科手術一般

内視鏡下手術

内シャント手術

日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本泌尿器科学会・日本泌尿器内視鏡外科学会泌尿器腹腔鏡技術認定医
地域包括医療・ケア認定医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本がん治療認定医機構暫定教育医 日本医師会認定産業医
インフェクションコントロールドクター（ICD）

岡山大学臨床教授

山田 大介（やまだ だいすけ） 先生
三豊総合病院 副院長

専門領域：泌尿器科全般

専門領域：泌尿器科全般

日本泌尿器科学会

日本泌尿器科学会専門医

日本泌尿器内視鏡学会

安藤 展芳（あんどう のぶよし） 先生
香川労災病院 泌尿器科医師

山野井 友昭（やまのい ともあき） 先生
香川労災病院 泌尿器科医師

専門領域：泌尿器科一般
日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本泌尿器科学会・日本泌尿器内視鏡外科学会泌尿器腹腔鏡技術認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医（泌尿器腹腔鏡） 日本がん治療認定医機構がん治療認定医
泌尿器ロボット支援手術プロクター（指導者）認定（前立腺）

上松 克利（うえまつ かつとし） 先生
三豊総合病院 泌尿器科部長

