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社会医療法人 全仁会
倉敷平成病院ZENJINKAI

GROUP

高尾 芳樹
涌谷 陽介
小坂田 陽介
阿部 康二 (非)
川上 秀史 (非)
林　紗織 (非)

脳神経内科は脳や脊髄、神経、筋肉の病気を診る科です。
体を動かしたり、感じたりする事や、考えたり覚えたり
することが上手に出来なくなった時にこのような病気
を疑います。また、神経難病、パーキンソン病外来等の専
門外来を開設、脳血管障害やパーキンソン病などの神経
変性疾患、アルツハイマー型認知症といった認知症に、
それぞれ専門医が診療に当たっています。

もの忘れ外来

涌谷 陽介
高尾 芳樹
小坂田 陽介
林　紗織 (非)

認知症の治療では早期に認知症の原因を把握し、適切な
治療 ( 薬物的、非薬物的 ) やケアにつなげていくことが
とても大切です。当院のもの忘れ外来では、認知症の早
期診断・早期治療を積極的に推進し、また、早期からの
多職種連携 ( 医療、介護、行政、地域など ) を通じた、認知
症のご本人およびご家族のサポートも行っています。

（認知症疾患医療センター）

脳神経外科

脳神経内科

鈴木 健二
篠山 英道
重松 秀明
高尾 聡一郎
上利　崇 
杉生 憲志 (非)

脳神経外科は、脳腫瘍・脳血管障害・頭部外傷・水頭症
などの脳・脊髄の病態で外科的処置を要する疾患を主
に診る科です。現在脳神経外科専門医常勤医師が 4 名体
制となり、24 時間緊急手術も対応可能となっています。
また、脳卒中科、神経内科、麻酔科とチーム医療を実施
し、t-PA 療法を含む脳梗塞急性期治療を行っています。

脳卒中内科

芝崎 謙作

脳卒中、特に脳梗塞の診療を専門としております。脳
梗塞は、血栓が形成され、脳血管が閉塞することで脳
への糖や酸素の供給が断たれ壊死し、症状を呈する病
態です。発症 4,5 時間以内であれば、血栓を溶かす
t-PA 療法（発症 3カ月後の社会復帰率を改善する効果
があります）の適応となります。どちらかの顔面、手・
足の麻痺やしびれ、しゃべりにくさ、視野が欠けるなど
の症状が現れたときは、急いで受診して下さい。当院は、
t-PA 療法を含む急性期脳
卒中治療を脳卒中チーム
で積極的に行います。

上利　崇

『ニューロモデュレーション（神経調整療法）』とは、異常をきたした中枢および
末梢の神経の機能に対して、微弱な電気刺激を行うことで調整・制御し、疾患や
障害の改善を図る治療です。脳、脊髄、末梢神経の幅広い疾患に対して適応にな
ります。（機能的脳神経外科）

婦人科

太田 郁子 
太田 啓明 (非)

子宮腺筋症、子宮筋腫、過多月経、子宮
内膜増殖症の治療にミレーナを使用し
ています。プライバシーに配慮し患者
さんの納得のいく診療を心がけていま
す。産科診療では 10 週でご希望の分娩
施設にご紹介いたします。

乳腺外科

安部 優子 (非)
 岸野 瑛美 (非)・ 齋藤　 亙 (非)
 澤田 祐香 (非)・ 山下 哲正 (非)

現在、乳がんには予防法はなく、
早期発見が重要です。乳がん検診
はマンモグラフィと視触診の併
用が最も有用とされています。当
科ではマンモグラフィに並び、マ
ンモトームを導入しており、マン
モトーム生検が可能です。また、
甲状腺がんや良性腫瘍などの腫
瘍性病変とバセドウ病や橋本病
などの機能異常の甲状腺疾患の
診断治療も実施しています。

（総合美容
センター）（総合美容センター）（総合美容センター）

華山 博美

しみ・しわなどの肌治療から、ふたえ・
豊胸・脂肪吸引といった美容外科手術
まで、ご希望に沿った治療法を幅広く
提供しています。
また、総合病院内の美容外科としては、
屈指の機器を完備しており、常に安全
安心を基本とした医療を心がけていま
す。

月～金

土

  8：30～12：00
13：30～17：00

  8：30～12：00

診療時間

※診療時間と受付時間は異なります
※診療科目によって診察時間が
　異なりますので、事前のご予約を
　お勧めいたします。
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は10月着任　　※(非 )：非常勤医師

倉敷ニューロモデュレーションセンター

◎パーキンソン病     ◎本態性振戦             ◎てんかん
◎ジストニア（書痙、痙性斜頸含む）            ◎後頭神経痛
◎脳卒中後疼痛         ◎神経障害性疼痛     ◎末梢循環不全
◎便・尿失禁　など

院内の CT、MRI 検査で写真
を診て異常の有無、病気の診
断、慢性疾患の経過観察を行
います。 院外の診療所からの
CT、MRI、骨密度測定検査（紹
介検査）も行っております。 

放射線科 麻酔科
各科医師と連携し安全に手術
が実施できるよう、必要に応
じた術前コントロールを実施
しています。麻酔科専門医が
一貫した患者管理を行い、安
全を第一に 24 時間体制で取
り組んでいます。

和田　聡

平成脳ドックセンター

大橋 勝彦  ・ 鈴木 健二
光井 行輝  ・ 江原 英樹

がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿
病など生活習慣病の早期発
見、健康度向上を目指し、各ス
ペシャリストが人間ドック、
脳ドック、婦人科検診の特定
健診、特定保健指導、各種健診
などを行っています。

玉田 二郎
（内科・呼吸器科）

「説明と納得の医療」をクリ
ニック理念にかかげ、倉敷平
成病院との密接な連携をも
って診療しています。呼吸器
疾患を主体にして、総合診療
を行っています。

平成南町クリニック

糖尿病・代謝内科

青山　雅

糖尿病を中心とした、生活習慣病の診療を行っていま
す。当科は糖尿病専門医とともに糖尿病認定看護師、糖
尿病療養指導士の資格をもった看護師、栄養士、薬剤
師、理学療法士たちがチームで対応し、生活習慣病の治
療と生活指導、合併症の予防を行っています。また、糖
尿病の教育入院も行っています。

（倉敷生活習慣病センター）お子さんからご高齢の方まで、あらゆる年齢の患者さん
に対応し、むし歯や歯周病をはじめとした各種歯科疾患
に対する相談・治療や、入れ歯や被せ物などの作製を行
っています。歯周病は糖尿病や心臓病、骨粗しょう症な
どの全身疾患との関連も報告されており、早期発見、早
期治療が重要です。定期検診や歯のスクリーニングによ
る予防も行っていますのでお気軽にご相談ください。

歯科

大野 麻里奈
浅海 淳一 (非)
岡田 俊輔 (非)
白井　肇 (非)

美容外科

小川 敏英・三好 秀直
神吉 昭彦 (非)

担当医

担当医
担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

院長
担当医

担当医

担当医

皮膚科

嶋田 八恵

皮膚科では、かゆみ、痛み、腫れ、しみといった広範な症
状を伴う疾患を扱っています。このくらいならそのうち
治るだろうと様子を見ている間に悪化してしまったり、
市販薬の間違った外用によって、かえってこじらせてし
まうこともあります。皮膚に気になるできもの・症状が
ありましたら是非一度ご相談ください。

呼吸器科

矢木 真一
清水 克彦 (非)
難波　圭 (非)

気管支、肺、胸膜の病気や異常に関して専門的な診療を
提供する診療科です。咳が長引く、息をするとゼーゼー
いう、歩くと息がきれる、胸が痛い、痰に血が混じる、寝
ているときにいびきがひどい・息がとまると言われた、
レントゲンで影があると言われた、など気になることが
あればご相談ください。また、禁煙でお悩みの方のサポ
ートもいたします。

一般内科の外来診察です。発熱、頭痛、腹痛、全身倦
怠、咳、その他初めて当院を受診される患者さん、紹介
状をお持ちの患者さんや、どの専門科を受診したら良
いかわからない患者さんの診察を行い、血液検査やレ
ントゲン、CT 検査など即時に判定します。また、適宜
院内の専門科外来へのご紹介や、入院の必要性なども
含めてご相談いたします。

循環器科

伊東 政敏 
笠原 真悟 (非)
神坂　恭 (非)
山田 亮太郎(非)

病気を
み
診ます。そして、その人を

み
診ます。病気を治し、

病人を治すことを基本の方針と考えます。さらに、病
人さんとの出会いを大切にします。狭心症、心筋梗塞、
心不全、心臓弁膜症、不整脈、心房細動、高血圧、低血
圧、下肢静脈血栓など、ご心配な方はどうぞご相談く
ださい。

耳鼻咽喉科

増田 勝巳  （H30.6 着任）
福島 久毅 (非)
福辻 賢治 (非)
三宅 宏徳 (非)

耳・鼻・口腔内・のど・首のあらゆる症状に対応い
たします。また睡眠時無呼吸などの症状や、「アルゴン
プラズマ」による下鼻甲粘膜凝固手術を行っていま
す。難聴・めまい・中耳炎・副鼻腔炎・アレルギー性
鼻炎（花粉症）などの症状がありましたらご相談くだ
さい。

眼科

石口 奈世理
小野 貴暁 (非)

眼科では屈折異常、眼精疲労、ドライアイ、角膜炎、結膜
炎、眼瞼けいれん、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、斜視、
弱視など幅広い眼疾患について診療を行っています。網
膜硝子体手術、緑内障手術については連携する病院へご
紹介します。手術後の診察は当院で可能です。
午前外来は一般診療、午後外来は特殊検査・治療を行っ
ています。

様々なご病気による『活動の制限』『後遺症』『障害』を、専
門診療科と連携しながら診療しています。日本リハビリ
テーション医学会専門医 2名体制で、障害診断、痙縮治
療、義肢・装具外来など専門的なリハビリテーション評
価・治療を行っています。様々な最新のリハビリテーシ
ョンにも力を入れて取り組み、患者さんに最適のリハビ
リテーションを提供しています。

リハビリテーション科

池田 健二
大根 祐子

内科

症状から全身状態を把握し、治療をする総合診療を
行います。メタボリックシンドロームや血圧・血糖・
脂肪が高めなどのメタボ予備軍の患者さんに、包括
的な診療と治療を行っております。

総合診療科

高尾 聡一郎

整形外科
外傷から慢性疾患に至るまで整形外科全般を対象に診
療を行っています。専門外来でより専門的なニーズに
お応えしています。当院では急性期病棟、回復期病棟が
同院内にあり、担当医による継続的・完結的治療が可
能です。急性期が終了した時点で他の病院に変わる必
要がなく、安心して治療に専念していただける環境に
あります。

平川 訓己・松尾 真二
平川 宏之
高田 逸郎 (非)・寺田 忠
　司 (非)・中西 一夫

都築 昌之
大浜 栄作
東原　舞 (非)

形成外科

西尾 祐美
華山 博美
石田 泰久 (非)

外傷、皮膚・皮下腫瘍、難治性潰瘍、眼瞼下垂など、頭
からつま先に至るまで、お子さんからご高齢の方まで
対応しています。2 人体制で比較的多くの手術実施が
可能で、患者さんの要望に沿った日程を立てやすいで
す。保存的治療においても病態から検討し、治療方針
を計画し進めていきます。

和漢診療科

青山　雅
都築 昌之
甄　立学 ( 中医 )

幅広く患者さんのニーズに応えるために、漢方医学の
理論と現代医学の双方から患者さんの病状を分析し、
体質を判断した上で、主に漢方薬を処方して治療を行
います。生活環境、生活習慣などの心身に影響する要
因を分析し、体質状態を把握し治療を行います。

消化器科

都築 昌之
井上 和彦 (非)・ 上野 富雄 (非)
太田 恭子 (非)・ 岡田 敏正 (非)
北川 貴之 (非)・ 西紋 禮士 (非)
松本 啓志 (非)・山本 晋一郎(非)

消化器科は消化管 ( 食道・胃・十二指腸・小腸・大
腸 ) や肝胆膵領域 ( 肝臓・胆のう・胆管・膵臓 ) など
の消化器疾患に対応しています。当院の内視鏡（胃カ
メラ・大腸カメラ）は、最新のハイビジョンシステム
と特殊光観察・拡大観察による精密な診断が可能で
す。胃の発がん予防を目的とした除菌治療にも対応で
きる専門外来（ピロリ菌外来）を設けています。

専門外来

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

スポーツ外来、脊椎専門外来
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脳神経外科は、脳腫瘍・脳血管障害・頭部外傷・水頭症
などの脳・脊髄の病態で外科的処置を要する疾患を主
に診る科です。現在脳神経外科専門医常勤医師が 4 名体
制となり、24 時間緊急手術も対応可能となっています。
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脳卒中内科

芝崎 謙作

脳卒中、特に脳梗塞の診療を専門としております。脳
梗塞は、血栓が形成され、脳血管が閉塞することで脳
への糖や酸素の供給が断たれ壊死し、症状を呈する病
態です。発症 4,5 時間以内であれば、血栓を溶かす
t-PA 療法（発症 3カ月後の社会復帰率を改善する効果
があります）の適応となります。どちらかの顔面、手・
足の麻痺やしびれ、しゃべりにくさ、視野が欠けるなど
の症状が現れたときは、急いで受診して下さい。当院は、
t-PA 療法を含む急性期脳
卒中治療を脳卒中チーム
で積極的に行います。

上利　崇

『ニューロモデュレーション（神経調整療法）』とは、異常をきたした中枢および
末梢の神経の機能に対して、微弱な電気刺激を行うことで調整・制御し、疾患や
障害の改善を図る治療です。脳、脊髄、末梢神経の幅広い疾患に対して適応にな
ります。（機能的脳神経外科）
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子宮腺筋症、子宮筋腫、過多月経、子宮
内膜増殖症の治療にミレーナを使用し
ています。プライバシーに配慮し患者
さんの納得のいく診療を心がけていま
す。産科診療では 10 週でご希望の分娩
施設にご紹介いたします。

乳腺外科

安部 優子 (非)
 岸野 瑛美 (非)・ 齋藤　 亙 (非)
 澤田 祐香 (非)・ 山下 哲正 (非)

現在、乳がんには予防法はなく、
早期発見が重要です。乳がん検診
はマンモグラフィと視触診の併
用が最も有用とされています。当
科ではマンモグラフィに並び、マ
ンモトームを導入しており、マン
モトーム生検が可能です。また、
甲状腺がんや良性腫瘍などの腫
瘍性病変とバセドウ病や橋本病
などの機能異常の甲状腺疾患の
診断治療も実施しています。

（総合美容
センター）（総合美容センター）（総合美容センター）

華山 博美

しみ・しわなどの肌治療から、ふたえ・
豊胸・脂肪吸引といった美容外科手術
まで、ご希望に沿った治療法を幅広く
提供しています。
また、総合病院内の美容外科としては、
屈指の機器を完備しており、常に安全
安心を基本とした医療を心がけていま
す。

月～金

土

  8：30～12：00
13：30～17：00

  8：30～12：00

診療時間

※診療時間と受付時間は異なります
※診療科目によって診察時間が
　異なりますので、事前のご予約を
　お勧めいたします。
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は10月着任　　※(非 )：非常勤医師

倉敷ニューロモデュレーションセンター

◎パーキンソン病     ◎本態性振戦             ◎てんかん
◎ジストニア（書痙、痙性斜頸含む）            ◎後頭神経痛
◎脳卒中後疼痛         ◎神経障害性疼痛     ◎末梢循環不全
◎便・尿失禁　など

院内の CT、MRI 検査で写真
を診て異常の有無、病気の診
断、慢性疾患の経過観察を行
います。 院外の診療所からの
CT、MRI、骨密度測定検査（紹
介検査）も行っております。 

放射線科 麻酔科
各科医師と連携し安全に手術
が実施できるよう、必要に応
じた術前コントロールを実施
しています。麻酔科専門医が
一貫した患者管理を行い、安
全を第一に 24 時間体制で取
り組んでいます。

和田　聡

平成脳ドックセンター

大橋 勝彦  ・ 鈴木 健二
光井 行輝  ・ 江原 英樹

がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿
病など生活習慣病の早期発
見、健康度向上を目指し、各ス
ペシャリストが人間ドック、
脳ドック、婦人科検診の特定
健診、特定保健指導、各種健診
などを行っています。

玉田 二郎
（内科・呼吸器科）

「説明と納得の医療」をクリ
ニック理念にかかげ、倉敷平
成病院との密接な連携をも
って診療しています。呼吸器
疾患を主体にして、総合診療
を行っています。

平成南町クリニック

糖尿病・代謝内科

青山　雅

糖尿病を中心とした、生活習慣病の診療を行っていま
す。当科は糖尿病専門医とともに糖尿病認定看護師、糖
尿病療養指導士の資格をもった看護師、栄養士、薬剤
師、理学療法士たちがチームで対応し、生活習慣病の治
療と生活指導、合併症の予防を行っています。また、糖
尿病の教育入院も行っています。

（倉敷生活習慣病センター）お子さんからご高齢の方まで、あらゆる年齢の患者さん
に対応し、むし歯や歯周病をはじめとした各種歯科疾患
に対する相談・治療や、入れ歯や被せ物などの作製を行
っています。歯周病は糖尿病や心臓病、骨粗しょう症な
どの全身疾患との関連も報告されており、早期発見、早
期治療が重要です。定期検診や歯のスクリーニングによ
る予防も行っていますのでお気軽にご相談ください。

歯科

大野 麻里奈
浅海 淳一 (非)
岡田 俊輔 (非)
白井　肇 (非)

美容外科

小川 敏英・三好 秀直
神吉 昭彦 (非)

担当医

担当医
担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

院長
担当医

担当医

担当医

皮膚科

嶋田 八恵

皮膚科では、かゆみ、痛み、腫れ、しみといった広範な症
状を伴う疾患を扱っています。このくらいならそのうち
治るだろうと様子を見ている間に悪化してしまったり、
市販薬の間違った外用によって、かえってこじらせてし
まうこともあります。皮膚に気になるできもの・症状が
ありましたら是非一度ご相談ください。

呼吸器科

矢木 真一
清水 克彦 (非)
難波　圭 (非)

気管支、肺、胸膜の病気や異常に関して専門的な診療を
提供する診療科です。咳が長引く、息をするとゼーゼー
いう、歩くと息がきれる、胸が痛い、痰に血が混じる、寝
ているときにいびきがひどい・息がとまると言われた、
レントゲンで影があると言われた、など気になることが
あればご相談ください。また、禁煙でお悩みの方のサポ
ートもいたします。

一般内科の外来診察です。発熱、頭痛、腹痛、全身倦
怠、咳、その他初めて当院を受診される患者さん、紹介
状をお持ちの患者さんや、どの専門科を受診したら良
いかわからない患者さんの診察を行い、血液検査やレ
ントゲン、CT 検査など即時に判定します。また、適宜
院内の専門科外来へのご紹介や、入院の必要性なども
含めてご相談いたします。

循環器科

伊東 政敏 
笠原 真悟 (非)
神坂　恭 (非)
山田 亮太郎(非)

病気を
み
診ます。そして、その人を

み
診ます。病気を治し、

病人を治すことを基本の方針と考えます。さらに、病
人さんとの出会いを大切にします。狭心症、心筋梗塞、
心不全、心臓弁膜症、不整脈、心房細動、高血圧、低血
圧、下肢静脈血栓など、ご心配な方はどうぞご相談く
ださい。

耳鼻咽喉科

増田 勝巳  （H30.6 着任）
福島 久毅 (非)
福辻 賢治 (非)
三宅 宏徳 (非)

耳・鼻・口腔内・のど・首のあらゆる症状に対応い
たします。また睡眠時無呼吸などの症状や、「アルゴン
プラズマ」による下鼻甲粘膜凝固手術を行っていま
す。難聴・めまい・中耳炎・副鼻腔炎・アレルギー性
鼻炎（花粉症）などの症状がありましたらご相談くだ
さい。

眼科

石口 奈世理
小野 貴暁 (非)

眼科では屈折異常、眼精疲労、ドライアイ、角膜炎、結膜
炎、眼瞼けいれん、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、斜視、
弱視など幅広い眼疾患について診療を行っています。網
膜硝子体手術、緑内障手術については連携する病院へご
紹介します。手術後の診察は当院で可能です。
午前外来は一般診療、午後外来は特殊検査・治療を行っ
ています。

様々なご病気による『活動の制限』『後遺症』『障害』を、専
門診療科と連携しながら診療しています。日本リハビリ
テーション医学会専門医 2名体制で、障害診断、痙縮治
療、義肢・装具外来など専門的なリハビリテーション評
価・治療を行っています。様々な最新のリハビリテーシ
ョンにも力を入れて取り組み、患者さんに最適のリハビ
リテーションを提供しています。

リハビリテーション科

池田 健二
大根 祐子

内科

症状から全身状態を把握し、治療をする総合診療を
行います。メタボリックシンドロームや血圧・血糖・
脂肪が高めなどのメタボ予備軍の患者さんに、包括
的な診療と治療を行っております。

総合診療科

高尾 聡一郎

整形外科
外傷から慢性疾患に至るまで整形外科全般を対象に診
療を行っています。専門外来でより専門的なニーズに
お応えしています。当院では急性期病棟、回復期病棟が
同院内にあり、担当医による継続的・完結的治療が可
能です。急性期が終了した時点で他の病院に変わる必
要がなく、安心して治療に専念していただける環境に
あります。

平川 訓己・松尾 真二
平川 宏之
高田 逸郎 (非)
寺田 忠司 (非)
中西 一夫 (非)

都築 昌之
大浜 栄作
東原　舞 (非)

形成外科

西尾 祐美
華山 博美
石田 泰久 (非)

外傷、皮膚・皮下腫瘍、難治性潰瘍、眼瞼下垂など、頭
からつま先に至るまで、お子さんからご高齢の方まで
対応しています。2 人体制で比較的多くの手術実施が
可能で、患者さんの要望に沿った日程を立てやすいで
す。保存的治療においても病態から検討し、治療方針
を計画し進めていきます。

和漢診療科

青山　雅
都築 昌之
甄　立学 ( 中医 )

幅広く患者さんのニーズに応えるために、漢方医学の
理論と現代医学の双方から患者さんの病状を分析し、
体質を判断した上で、主に漢方薬を処方して治療を行
います。生活環境、生活習慣などの心身に影響する要
因を分析し、体質状態を把握し治療を行います。

消化器科

都築 昌之
井上 和彦 (非)・ 上野 富雄 (非)
太田 恭子 (非)・ 岡田 敏正 (非)
北川 貴之 (非)・ 西紋 禮士 (非)
松本 啓志 (非)・山本 晋一郎(非)

消化器科は消化管 ( 食道・胃・十二指腸・小腸・大
腸 ) や肝胆膵領域 ( 肝臓・胆のう・胆管・膵臓 ) など
の消化器疾患に対応しています。当院の内視鏡（胃カ
メラ・大腸カメラ）は、最新のハイビジョンシステム
と特殊光観察・拡大観察による精密な診断が可能で
す。胃の発がん予防を目的とした除菌治療にも対応で
きる専門外来（ピロリ菌外来）を設けています。

専門外来

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

スポーツ外来、脊椎専門外来


