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診療科名 医師名

1 院長 別所　竜蔵

2 循環器内科 栗原　理

3 循環器内科 小林　典之

4 循環器内科（専修医） 國分　裕人

5 循環器内科（専修医） 新井　俊貴

6 循環器内科（専修医） 渡久　地陸

7 循環器内科 大場　崇芳

8 脳神経内科 村賀　香名子

9 脳神経内科（専修医） 沼尾　紳一郎

10 血液内科 横瀬　紀夫

11 血液内科 稲井　一貴

12 血液内科 木下　量介

13 血液内科 猪口　孝一

14 糖尿病・内分泌代謝内科 柴山　雅行

15 内分泌内科（専修医） 福永　悦也

16 内分泌内科（専修医） 榎本　泰之

17 消化器内科 藤森　俊二

18 消化器内科 葉山　惟信

19 消化器内科 桐田　久美子

20 消化器内科 大久保　知美

21 消化器内科 飽本　哲兵

22 消化器内科 吉田　祐士

23 消化器内科 肥田　舞

24 消化器内科 濱窪　亮平

25 消化器内科（専修医） 箕輪　真寿美

26 消化器内科（専修医） 塩田　香織

27 消化器内科 琴寄　誠

28 消化器内科 楠　正典

29 呼吸器内科 岡野　哲也

30 呼吸器内科 林　宏紀

31 呼吸器内科 小齊平　聖治

32 呼吸器内科 髙橋　聡

33 呼吸器内科（専修医） 宮寺　恵希
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34 呼吸器内科（専修医） 三宅　絵里佳

35 消化器外科 鈴木　英之

36 乳腺科 飯田　信也

37 外科・消化器外科 渡邉　昌則

38 外科・消化器外科 瀬谷　知子

39 外科・消化器外科 堀場　光二

40 外科・消化器外科 松本　智司

41 外科・消化器外科 柿沼　大輔

42 外科・消化器外科 川野　陽一

43 外科・消化器外科 久下　恒明

44 外科・消化器外科 保田　智彦

45 乳腺科 関　奈紀

46 外科・消化器外科 篠塚　恵理子

47 外科・消化器外科 吉森　大悟

48 外科・消化器外科 近藤　亮太

49 外科・消化器外科 原　敬介

50 外科・消化器外科 新井　洋紀

51 外科・消化器外科 久下　恒明

52 外科・消化器外科 吉森　大悟

53 外科・消化器外科 山下　貴正

54 外科・消化器外科 入江　利幸

55 外科・消化器外科 青木　悠人

56 外科・消化器外科 真々田　裕宏

57 外科・消化器外科 野村　務

58 外科・消化器外科 吉田　玲子

59 緩和ケア科・麻酔科 金　徹

60 緩和ケア科・麻酔科 古川　亜理沙

61 心臓血管外科 山田　直輝

62 呼吸器外科 平井　恭二

63 内分泌外科 赤須　東樹

64 脳神経外科 梅岡　克哉

65 脳神経外科 大村　朋子

66 脳神経外科 國保　倫子
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67 脳神経外科 喜多村　孝雄

68 脳神経外科（専修医） 諌山　晃士郎

69 脳神経外科 小林　士郎

70 整形外科 春日　勇輝

71 小児科 浅野　健

72 小児科 松井　亮介

73 小児科（専修医） 小林　光一

74 小児科（専修医） 山方　俊弘

75 眼科 鈴木　界

76 眼科 武田　幸人

77 眼科（専修医） 後藤　均

78 眼科（専修医） 富永　識央

79 眼科（専修医） 林美香

80 女性診療科 石川　源

81 女性診療科 山田　隆

82 女性診療科 中西　一歩

83 女性診療科 坂田　明子

84 女性診療科 村川　裕

85 女性診療科 大和田　桃子

86 女性診療科 深川　知明

87 女性診療科 松田　繁

88 女性診療科 井野　創

89 女性診療科 森　優加里

90 女性診療科（専修医） 施　紅蓮

91 女性診療科 皆川　友希

92 耳鼻咽喉科 小町　太郎

93 皮膚科 萩野　哲平

94 皮膚科（専修医） 芹澤　直隆

95 皮膚科（専修医） 古谷野　理恵

96 皮膚科（専修医） 久保田　智樹

97 形成外科 秋元　正宇

98 形成外科 石井　暢明

99 形成外科 下元　麻梨子
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100 形成外科 杉本　貴子

101 形成外科（専修医） 安藤　有佳利

102 形成外科（専修医） 大地　洋輔

103 泌尿器科 鈴木　康友

104 泌尿器科 中森　央貴

105 泌尿器科 大林　康太郎

106 泌尿器科 程塚　直人

107 泌尿器科 栗林　英吾

108 泌尿器科 遠藤　州馬

109 泌尿器科（専修医） 野崎　修平

110 放射線科 嶺　貴彦

111 放射線科 貝津　俊英

112 放射線科 水嶋　翔平

113 放射線科 喜友名　一

114 放射線科 八方　政豪

115 メンタルヘルス科 下田　健吾

116 メンタルヘルス科 横山　進平

117 メンタルヘルス科 冨田　理紗子

118 麻酔科 谷口　佳奈

119 麻酔科 小川　雄太郎

120 麻酔科 中室　貴代

121 麻酔科 神谷　歩美

122 麻酔科 影山　敦子

123 麻酔科 高　弘宇

124 麻酔科 宮崎　有

125 麻酔科 槇田　弘

126 麻酔科（専修医） 山田　優希

127 麻酔科（専修医） 吉田　誠

128 麻酔科（専修医） 夏山　梢

129 麻酔科 木村　祐輔

130 麻酔科 中谷　英彦

131 救命救急センター 阪本　太吾

132 救命救急センター 利光　靖子
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133 救命救急センター 舟木　裕

134 救命救急センター（専修医） 粕川　宗太郎

135 救命救急センター（専修医） 山本　晃之

136 救命救急センター（専修医） 津田　峻基

137 救命救急センター（専修医） 上嶋　聡

138 救命救急センター（専修医） 杉本　貴史

139 集中治療室 澤谷　倫史

140 集中治療室（専修医） 國分　祐人

141 集中治療室（専修医） 大塚　悠介

142 歯科 山崎　廉平

143 歯科（専修医） 上田　晴香

144 研修医（2年目） 青木　大征

145 研修医（2年目） 林　宣宏

146 研修医（2年目） 舛田(高村)　悠里亜

147 研修医（2年目） 正田　創太郎

148 研修医（2年目） 鈴木　健人

149 研修医（2年目） 団　裕之

150 研修医（2年目） 松浦　暢孝

151 研修医（1年目） 市川　直樹

152 研修医（1年目） 稲葉　由樹

153 研修医（1年目） 小林　綺音

154 研修医（1年目） 佐々木　瞭

155 研修医（1年目） 鄒　奮飛

156 研修医（1年目） 髙士　由樹子

157 研修医（1年目） 田中　孝和

158 研修医（1年目） 矢田　優人

159 研修医（1年目） 山岸　大祐

160 研修医（歯科） 石田　輝

161 研修医（歯科） 伊藤　麻夏

162 研修医（歯科） 岩下　沙紀

163 研修医（歯科） 安田　耕太


