
所属 名前 所属 名前

院長 亀山　周二 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 中尾　一成

副院長 松橋　信行 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 岸下　定弘

循環器内科 神馬　崇宏 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 石丸　純子

循環器内科 勝然　進 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 長野　源太郎

循環器内科 山﨑　允喬 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 久田　真弓

循環器内科 石沢　太基 放射線科・放射線部 山田　晴耕

循環器内科 進藤　彰人 放射線科・放射線部 豊田　達也

脳神経内科 吉澤　利弘 放射線科・放射線部 小林　伶子

脳神経内科 高橋　朗子 放射線科・放射線部 寺原　敦朗

高血圧・腎臓内科 山下　純平 放射線科・放射線部 小塚　拓洋

糖尿病・内分泌内科 林　道夫 放射線科・放射線部 今井　嘉文

糖尿病・内分泌内科 井上　彩 放射線科・放射線部 宮脇　恵未

血液内科 臼杵　憲祐 歯科口腔外科 山城　正司

血液内科 鴨田　吉正 歯科口腔外科 外内　えり奈

血液内科 木田　理子 歯科口腔外科 水谷　美保

血液内科 飯塚　浩光 歯科口腔外科 黒坂　正生

血液内科 平尾　理子 ペインクリニック科 安部　洋一郎

血液内科 佐藤　理亮 ペインクリニック科 上島　賢哉

血液内科 石田　大貴 ペインクリニック科 林　摩耶

呼吸器内科 臼井　一裕 ペインクリニック科 中川　雅之

呼吸器内科 酒谷　俊雄 ペインクリニック科 米川　裕子

呼吸器内科 竹島　英之 ペインクリニック科 森　玲央那

呼吸器内科 小原　さやか ペインクリニック科 濵口　孝幸

呼吸器内科 藤井　洸希 ペインクリニック科 澤田　龍治

呼吸器内科 西村　拓 ペインクリニック科 林　千晴

呼吸器内科 生島　弘彬 ペインクリニック科 松原　香名

呼吸器内科 棚井　千春 麻酔科 篠川　美希

小児科 小林　朋佳 リハビリテーション科 福田　明

小児科 平野　瑶子 リハビリテーション科 稲川　利光

外科 野家　環 脳血管内科 阿部　新

外科 奈良　智之 脳血管内科 市川　靖充

外科 樅山　将士 ガンマナイフセンター 赤羽　敦也

外科 中嶋　健太郎 心療内科 荻野　恵

外科 佐藤　彰一 緩和ケア科 鈴木　正寛

外科 里舘　均 緩和ケア科 前田　薫

外科 長尾　厚樹 緩和ケア科 千葉　創

外科 古嶋　薫 緩和ケア科 亀井　千那

外科 田中　雄也 緩和ケア科 片山　寿希

外科 出嶋　皓 呼吸器外科 松本　順

外科 壷谷　友宏 呼吸器外科 天野　瑶子
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外科 川島　淳 呼吸器外科 檜山　紀子

外科 布施　匡啓 呼吸器外科 柳谷　昌弘

外科 髙山　真秀 感染症内科 櫻井　隆之

外科 佐久間　淳 感染症内科 穴澤　梨江

外科 神馬　真里奈 消化管内科 村元　喬

腫瘍内科 内野　慶太 消化管内科 港　洋平

脳神経外科 下井　章寛 消化管内科 土谷　春仁

脳神経外科 藤井　源太 消化管内科 髙柳　駿也

脳神経外科 重枝　諒太 消化管内科 金子　拓馬

心臓血管外科 近藤　真 消化管内科 鈴木　雄一郎

整形外科 山田　高嗣 消化管内科 石井　鈴人

整形外科 大嶋　浩文 消化管内科 瀧田　麻衣子

皮膚科 五十嵐　敦之 消化管内科 紅林　真理絵

皮膚科 井波　真矢子 消化管内科 稲本　林

皮膚科 岩本　和真 肝胆膵内科 寺谷　卓馬

泌尿器科 吉松　正 肝胆膵内科 大西　俊彦

泌尿器科 井上　泰 肝胆膵内科 藤田　祐司

泌尿器科 安部　光洋 肝胆膵内科 鈴木　英祐

泌尿器科 米岡　祐輔 肝胆膵内科 久富　勘太郎

泌尿器科 安部　芳紀 肝胆膵内科 辻野　誠太郎

泌尿器科 手島　太郎 肝胆膵内科 中島　陽子

泌尿器科 稲津　宏紀 乳腺外科 澤田　晃暢

泌尿器科 天河　亮 乳腺外科 中山　紗由香

産婦人科 杉田　匡聡 乳腺外科 大石　陽子

産婦人科 近藤　一成 救急科 盛永　大夏

産婦人科 野村　奈央 病理診断科 香田　弘知

産婦人科 佐藤　奈加子 病理診断科 大窪　泰弘

産婦人科 忠内　薫 病理診断科 原　啓

産婦人科 坂本　公彦 外科系研修医 鶴　眞夫

産婦人科 上野山　麻水 外科系研修医 三橋　雅崇

産婦人科 宮代　夢子 外科系研修医 勝谷　祐介

産婦人科 須藤　れいな 外科系研修医 今井　俊輔

産婦人科 上野　悠太 外科系研修医 桝本　悠輔

産婦人科 佐藤　歩美 外科系研修医 井出　瑶平

産婦人科 安藤　有里子 内科系研修医 中村　悠弥子

眼科 山田　健司 内科系研修医 川崎　愛奈

予防医学センター 谷口　寛 内科系研修医 吉田　敬士


