
氏名 診療科 氏名 診療科

坂井　義治 院長 川上　栞里 循環器内科

寺前　友樹 リウマチ・膠原病内科 湯川　弘 循環器内科

大宮　千明 腎臓内科 木村　蓮 循環器内科

長谷部　雅子 腎臓内科 東　彬人 循環器内科

福島　知穂 腎臓内科 尾崎　彰彦 脳神経内科

山岡　諭史 腎臓内科 池田　一俊 脳神経内科

今田　和典 血液内科 野村　倫子 脳神経内科

水谷　知里 血液内科 王　晨堯 脳神経内科

吉岡　聡 血液内科 今村　大智 脳神経内科

杉野　典子 血液内科 津村　剛彦 腫瘍内科

田嶌　政治 血液内科 島田　貴信 腫瘍内科

多田　浩平 血液内科 土井　恵太郎 腫瘍内科

河原　宏紀 血液内科 端　裕之 緩和ケア科

池田　正俊 血液内科 露木　茂 乳腺外科

門田　真悠子 血液内科 康　裕紀子 乳腺外科

岡田　慎理 血液内科 仙田　典子 乳腺外科

曽根　万里江 血液内科 西本　舞 乳腺外科

米光　新 糖尿病・内分泌内科 金谷　誠一郎 外科

金井　有吾 糖尿病・内分泌内科 森　章 外科

森　栄作 糖尿病・内分泌内科 野村　明成 外科

緒方　康祐 糖尿病・内分泌内科 細木　久裕 外科

櫻井　絢 糖尿病・内分泌内科 稲本　将 外科

村部　公亮 糖尿病・内分泌内科 岡田　倫明 外科

丸澤　宏之 消化器内科 濱口　雄平 外科

木村　達 消化器内科 八木　大介 外科

淺田　全範 消化器内科 上畑　恭平 外科

喜多　竜一 消化器内科 大西　竜平 外科

米門　秀行 消化器内科 田中　敬太 外科

圓尾　隆典 消化器内科 塚崎　翔太 外科

坂本　梓 消化器内科 西田　和樹 外科

澤井　勇悟 消化器内科 増尾　彰彦 外科

瀬戸山　健 消化器内科 山下　徳之 外科

武田　康宏 消化器内科 吉田　真也 外科

辻本　彰子 消化器内科 桂　隆介 外科

邉見　慎一郎 消化器内科 沈　由剛 外科

澤田　賢治 消化器内科 藤本　貴士 外科

佃　頌敏 消化器内科 嶋村　亜紀 外科

安藤　徳晃 消化器内科 谷田　梨乃 外科

岡井　夏輝 消化器内科 石上　雅之助 心臓血管外科

紙屋　熙紀 消化器内科 西尾　博臣 心臓血管外科

藤原　裕也 消化器内科 秋元　正行 眼科

三宅　雄大 消化器内科 市岡　悠 眼科

野間　宥佑 消化器内科 大橋　里奈 眼科

稲田　司 循環器内科 吉田　実世 眼科

伊藤　晴康 循環器内科 野々垣　多加史 産婦人科

長央　和也 循環器内科 芦原　隆仁 産婦人科

林　富士男 循環器内科 中川　江里子 産婦人科

牧田　俊則 循環器内科 石田　憲太郎 産婦人科

中川　英一郎 循環器内科 小林　弘尚 産婦人科

小林　洋平 循環器内科 定本　怜子 産婦人科

相田　健次 循環器内科 德重　悠 産婦人科



氏名 診療科 氏名 診療科

前田　万里紗 産婦人科 坂口　泰人 呼吸器外科

水野　友香子 産婦人科 山﨑　順久 呼吸器外科

米山　華蓮 産婦人科 洪　雄貴 呼吸器外科

八木　洋輔 皮膚科 熊谷　陽介 呼吸器外科

角南　志保 皮膚科 和田　央 精神神経科

中野　宏明 皮膚科 枌　祐二 精神神経科

佐々木　洋香 皮膚科 大村　夕美 精神神経科

大西　裕之 泌尿器科 水田　弘人 精神神経科

光森　健二 泌尿器科 横本　竜徳 精神神経科

宮内　康行 泌尿器科 堤　良祐 整形外科

髙橋　雄大 泌尿器科 末吉　達也 整形外科

前川　けん 泌尿器科 芳山　貴樹 整形外科

平塚　康之 耳鼻咽喉科 池﨑　友美 整形外科

吉田　尚生 耳鼻咽喉科 桑田　慎也 整形外科

渡邉　佳紀 耳鼻咽喉科 内藤　浩 形成外科

草野　純子 耳鼻咽喉科 山脇　聖子 形成外科

堀　秀成 耳鼻咽喉科 津田　愛梨香 形成外科

大坂　和士 耳鼻咽喉科 香月　教寿 脳神経外科

岡村　佳奈 耳鼻咽喉科 呉　浩一 脳神経外科

江藤　杏奈 耳鼻咽喉科 楊　涛 脳神経外科

安田　大志 耳鼻咽喉科 橋本　憲司 脳神経外科

長田　有華 耳鼻咽喉科 杉立　光史 歯科口腔外科

藤野　寿典 小児科 正重　裕一 歯科口腔外科

大部　聡 小児科 岡本　知子 歯科口腔外科

原田　太郎 小児科 西原　寛人 歯科口腔外科

白石　恵 小児科 前倉　拓也 放射線診断科

岡田　英徳 小児科 小濱　さゆり 放射線診断科

榊　辰也 小児科 石垣　孝 放射線治療科

西川　和希 小児科 坂本　匡人 放射線治療科

柴田　幸穂 小児科 岸　高宏 放射線治療科

西林　優 小児科 徳山　裕貴 救急科

葭井　操雄 新生児・未熟児科 小谷　健太郎 病理診断科

坂本　晴子 新生児・未熟児科 上畑　悠子 麻酔科・集中治療

天満　祐貴 新生児・未熟児科 大植　学 麻酔科・集中治療

髙田　斉人 小児外科 楠　淑 麻酔科・集中治療

吉村　千恵 呼吸器内科 山本　菜都美 麻酔科・集中治療

中川　和彦 呼吸器内科 新田　翔 麻酔科・集中治療

森田　恭平 呼吸器内科 西村　英祥 医療技術部

青栁　貴之 呼吸器内科 青木　一将 臨床研修

葭　七海 呼吸器内科 朝雲　咲 臨床研修

矢野　翔平 呼吸器内科 内山　葵 臨床研修

西坂　泰夫 呼吸器内科 尾路　絵理香 臨床研修

黄　文禧 呼吸器内科 永澤　佳奈 臨床研修

石川　遼一 呼吸器内科 中島　諒 臨床研修

高岩　卓也 呼吸器内科 服部　友哉 臨床研修

藤原　直樹 呼吸器内科 福田　まり 臨床研修

宮里　和佳 呼吸器内科 山本　衣里奈 臨床研修

貴志　亮太 呼吸器内科 吉田　薫 臨床研修

國宗　直紘 呼吸器内科

園部　誠 呼吸器外科 201名

田中　宏和 呼吸器外科 令和４年10月現在


