
所属診療科名 医師名

呼吸器内科 峯下 昌道
呼吸器内科 半田 寛
呼吸器内科 西根 広樹
呼吸器内科 井上 健男
呼吸器内科 木田 博隆
呼吸器内科 井上 哲兵
呼吸器内科 岡本 真理子
呼吸器内科 村岡 弘海
呼吸器内科 阿座上 真哉
呼吸器内科 柿沼 一隆
呼吸器内科 尾上 林太郎
呼吸器内科 菅野 優樹
呼吸器内科 角田 哲人
呼吸器内科 鶴岡 一
呼吸器内科 西田 皓平
呼吸器内科 西本 英里子
呼吸器内科 藤井 有華
循環器内科 眞鍋 真理子
循環器内科 明石 嘉浩
循環器内科 木田 圭亮
循環器内科 黄 世捷
循環器内科 笠川 彰
循環器内科 鈴木 覚
循環器内科 茶谷 健一
消化器・肝臓内科 小澤 碧
消化器・肝臓内科 重福 隆太
消化器・肝臓内科 伊東 文生
消化器・肝臓内科 松永 光太郎
消化器・肝臓内科 池田 裕喜
消化器・肝臓内科 中原 一有
消化器・肝臓内科 渡邊 綱正
消化器・肝臓内科 松本 伸行
消化器・肝臓内科 服部 伸洋
消化器・肝臓内科 佐藤 義典
消化器・肝臓内科 森田 亮
消化器・肝臓内科 松尾 康正
消化器・肝臓内科 山下 真幸
消化器・肝臓内科 近江 亮介
消化器・肝臓内科 佐藤 純也
消化器・肝臓内科 辻 顕介
消化器・肝臓内科 五十嵐 洋介
消化器・肝臓内科 安田 宏
消化器・肝臓内科 得平 卓也
消化器・肝臓内科 鈴木 達也
消化器・肝臓内科 中本 悠輔
消化器・肝臓内科 清川 博史
消化器・肝臓内科 加藤　正樹
腎臓・高血圧内科 黒屋 紗也香
腎臓・高血圧内科 柴垣 有吾
腎臓・高血圧内科 小板橋 賢一郎
腎臓・高血圧内科 谷澤 雅彦
腎臓・高血圧内科 小島 茂樹
腎臓・高血圧内科 市川 大介
腎臓・高血圧内科 久道 三佳子
腎臓・高血圧内科 角 浩史
腎臓・高血圧内科 井上 友彦
腎臓・高血圧内科 丑丸 秀
腎臓・高血圧内科 喜多 洋平



所属診療科名 医師名

腎臓・高血圧内科 藤田 陽子
腎臓・高血圧内科 韓 蔚
神経内科 荒賀 崇
神経内科 貫井 咲希
神経内科 曽我 海馬
神経内科 土橋 瑶子
神経内科 鷹尾 直誠
血液・腫瘍内科 鶴岡 由佳
血液・腫瘍内科 三浦 偉久男
血液・腫瘍内科 加藤 雅之
血液・腫瘍内科 酒井 広隆
血液・腫瘍内科 磯部 泰司
血液・腫瘍内科 富田 直人
血液・腫瘍内科 鈴木 義則
血液・腫瘍内科 横井 聡
血液・腫瘍内科 佐藤 和之
血液・腫瘍内科 内田 晶子
血液・腫瘍内科 西尾 有司
血液・腫瘍内科 上村 悠
血液・腫瘍内科 齊木 祐輔
リウマチ内科 安藤 貴泰
リウマチ内科 飯田 春信
腫瘍内科 平川 麻美
腫瘍内科 中島 貴子
腫瘍内科 津田 享志
腫瘍内科 小倉 孝氏
腫瘍内科 伊澤 直樹
腫瘍内科 水上 拓郎
腫瘍内科 堀江 良樹
腫瘍内科 新井 裕之
腫瘍内科 砂川 優
神経精神科　 秋元 光知穂
神経精神科　 橋本 知明
神経精神科　 佐々木 央我
神経精神科　 櫛野 宣久
神経精神科　 前泊 味音
神経精神科 二宮 友梨子
神経精神科 三宅　誕実
小児科 長江 千愛
小児科 森 鉄也
小児科 慶野 大
小児科 大串 健一郎
小児科 木下 明俊
小児科 松岡 明希菜
小児科 水野 将徳
小児科 犬尾 千聡
新生児 足利 朋子
新生児 塚原 歩
消化器・一般外科 松森 智子
消化器・一般外科 月川 賢
消化器・一般外科 大坪 毅人
消化器・一般外科 民上 真也
消化器・一般外科 牧角 良二
消化器・一般外科 榎本 武治
消化器・一般外科 朝野 隆之
消化器・一般外科 小泉 哲
消化器・一般外科 小林 慎二郎
消化器・一般外科 佐治 攻
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消化器・一般外科 片山 真史
消化器・一般外科 瀬上 航平
消化器・一般外科 根岸 宏行
消化器・一般外科 福岡 麻子
消化器・一般外科 星野 博之
消化器・一般外科 小野 龍宣
消化器・一般外科 久恒 靖人
消化器・一般外科 井田 圭亮
消化器・一般外科 勝又 健太
消化器・一般外科 塚本 芳嗣
消化器・一般外科 臼井 創大
消化器・一般外科 鈴木 卓也
消化器・一般外科 樋渡 正樹
消化器・一般外科 天野 優希
消化器・一般外科 大越 修
消化器・一般外科 小野田 恵一郎
消化器・一般外科 諏訪 敏之
呼吸器外科 中村 治彦
呼吸器外科 丸島 秀樹
呼吸器外科 佐治 久
呼吸器外科 木村 祐之
呼吸器外科 酒井 寛貴
呼吸器外科 宮澤 知行
呼吸器外科 津田 容堂
呼吸器外科 小島　宏司
小児外科 北川 博昭
小児外科 大林 樹真
小児外科 川口 皓平
小児外科 眞鍋 周太郎
乳腺・内分泌外科 志茂 彩華
乳腺・内分泌外科 土屋 聖子
乳腺・内分泌外科 上島 知子
乳腺・内分泌外科 津川 浩一郎
乳腺・内分泌外科 志茂 新
乳腺・内分泌外科 黒田 貴子
乳腺・内分泌外科 小島 康幸
乳腺・内分泌外科 岩谷 胤生
乳腺・内分泌外科 本吉 愛
乳腺・内分泌外科 大井 涼子
乳腺・内分泌外科 田雜 瑞穂
乳腺・内分泌外科 瀧下 茉莉子
乳腺・内分泌外科 原 万理
乳腺・内分泌外科 吉江　玲子
脳神経外科一般 田中 雄一郎
脳神経外科一般 大塩 恒太郎
脳神経外科一般 松森 隆史
脳神経外科一般 内田 将司
脳神経外科一般 神野 崇生
脳神経外科一般 高砂 浩史
脳神経外科一般 梶 友紘
脳神経外科 伊藤 英道
整形外科 飯沼 雅央
整形外科 熊井 隆智
整形外科 植原 健二
整形外科 武居 功
整形外科 友近 顕
整形外科 倉持 大輔
形成外科 林 京子



所属診療科名 医師名

形成外科 梶川 明義
形成外科 菅谷 文人
形成外科 髙田 女里
形成外科 友近 真世
形成外科 神川 真由子
皮膚科 松岡 摩耶
皮膚科 井上 彩子
皮膚科 武内 聡美
皮膚科 久保 悠
皮膚科 川上 民裕
皮膚科 門野 岳史
皮膚科 岡野 そら
皮膚科 大橋 洋之
皮膚科 岡野 達郎
皮膚科 田中 瑛里
皮膚科 廣川 悠季
皮膚科 大塚 陽子
皮膚科 下坂 玲郁子
皮膚科 森野 幸
皮膚科 望月 俊彦
皮膚科 松本 幸男
腎泌尿器外科 力石 辰也
腎泌尿器外科 佐々木 秀郎
腎泌尿器外科 相田 紘一朗
腎泌尿器外科 工藤 浩也
腎泌尿器外科 吉江 秀和
腎泌尿器外科 岩田 鉄平
腎泌尿器外科 小田 恵子
腎泌尿器外科 勝岡 由一
産科 鈴木 季美枝
産婦人科 戸澤 晃子
婦人科 西島 千絵
産婦人科学 今西 博治
産婦人科学 川原 泰
産婦人科学 佐藤 匠
産婦人科学 中村 健太郎
産婦人科 赤間　孝洋
婦人科 鈴木 直
婦人科 大原 樹
婦人科 近藤 春裕
婦人科 吉岡 範人
婦人科 横道 憲幸
婦人科 シュ ショウカ
婦人科 黄 志芳
婦人科 阿部 佳織
婦人科 今井 悠
婦人科 本間 千夏
婦人科 清水 拓哉
婦人科 久慈 志保
婦人科 出浦 伊万里
婦人科 佐々木 拓幸
眼科 重城 達哉
眼科 戸部 洋佑
眼科 豊田 泰大
眼科 山田 瑛子
耳鼻咽喉科 肥塚 泉
耳鼻咽喉科 宮本 康裕
耳鼻咽喉科 赤澤 吉弘
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耳鼻咽喉科 春日井 滋
耳鼻咽喉科 三上 公志
耳鼻咽喉科 齋藤 善光
耳鼻咽喉科 四戸 達也
耳鼻咽喉科 小野瀬 好英
耳鼻咽喉科 谷口 雄一郎
耳鼻咽喉科 加藤 雄仁
耳鼻咽喉科 山田 善宥
耳鼻咽喉科 多村 悠紀
耳鼻咽喉科 西本 寛志
耳鼻咽喉科 笹野 恭之
放射線科 田中 暁子
放射線科 篠崎 美緒
放射線科 西尾 美佐子
放射線科 阿部 達之
放射線科 岡田 幸法
放射線科 千早 啓介
放射線科 大熊 正剛
放射線科 小野 貴史
放射線科 五味 弘道
放射線科 小林 真梨子
放射線科 藤塚 進司
放射線科 三村 秀文
放射線科 伊良波 朝敬
放射線科 武井 洋平
放射線科 蛭間 弘光
放射線科 森山 貴文
麻酔科 加藤 篤子
麻酔科 井上 莊一郎
麻酔科 坂本 三樹
麻酔科 升森 泰
麻酔科 横塚 牧人
麻酔科 宮川 秀俊
麻酔科 染村 悠
麻酔科 内藤 善介
麻酔科 吉川 昂成
麻酔科 谷井 美佐子
救急科 永冨 彰仁
救急科 遠藤 拓郎
病理診断科 長宗我部 基弘
総合診療内科　 信岡 祐彦
感染症学 山﨑 行敬
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