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所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名
名誉医監 山田　新尚 外科 國枝　克行 心臓血管外科 三ッ田　翔平

副院長 飯田　真美 外科 長尾　成敏 心臓血管外科（専攻医） 井上　優汰

副院長 河合　雅彦 外科 長尾　育子 呼吸器外科 松本　真介

副院長 横井　達夫 外科 田中　千弘 呼吸器外科 萩原　清彦

総合診療科 飯田　沙織 外科 小森　充嗣 泌尿器科 高橋　義人

糖尿病・内分泌内科 大洞　尚司 外科 小木曽　敦子 泌尿器科 谷口　光宏

糖尿病・内分泌内科 山中　麻美 外科 前田　健一 泌尿器科 石田　健一郎

糖尿病・内分泌内科 髙橋　寛和 外科 渡邉　卓 泌尿器科 河田　啓

糖尿病・内分泌内科 今泉　俊則 外科 末次　智成 泌尿器科（専攻医） 菱田　勢始
糖尿病・内分泌内科（専攻医） 荒田　修治 外科 岩田　至紀 泌尿器科（専攻医） 村瀬　和正
糖尿病・内分泌内科（専攻医） 坂口　賢太郎 外科 田中　秀治 ひ尿器内視鏡科 仲野　正博
糖尿病・内分泌内科（専攻医） 伊藤　悠 外科（専攻医） 並木　賢二 耳鼻咽喉科 山田　南星

血液内科 山田　俊樹 外科（専攻医） 佐藤　優行 耳鼻咽喉科 前野　素子

循環器内科 大森　寛行 乳腺外科 間瀬　純一 耳鼻咽喉科 髙田　菜月

循環器内科 矢ヶ﨑　裕人 形成外科 小野　昌史 耳鼻咽喉科 柳田　正巳

循環器内科 上野　貴弘 形成外科（専攻医） 牧野　莉央 耳鼻咽喉科（専攻医） 宇野女　亜香里

循環器内科 堀尾　俊太郎 整形外科 飯沼　宣樹 耳鼻咽喉科（専攻医） 五島　隆之介

循環器内科（専攻医） 上谷　渓 整形外科 棚橋　宏行 皮膚科 永井　美貴

循環器内科（専攻医） 石原　丈士 整形外科 白井　剛志 皮膚科（専攻医） 福井　ちひろ

循環器内科（専攻医） 武藤　功甫 整形外科（専攻医） 平松　正弥 皮膚科（専攻医） 赤川　舞

消化器内科 清水　省吾 整形外科（専攻医） 笹田　康弘 歯科口腔外科 石丸　純一

消化器内科 永野　淳二 脳神経外科 村瀬　悟 歯科口腔外科 石丸　京子

消化器内科 小澤　範高 脳神経外科 岡田　誠 歯科口腔外科 馬場　政司

消化器内科 丸田　明範 脳神経外科 植松　幸大 口腔腫瘍科 加藤　恵三

消化器内科 吉田　健作 感染症内科 大島　良 総合麻酔センター長兼麻酔科部長 山本　拓巳

消化器内科 入谷　壮一 感染症内科 田口　潤 小児麻酔科部長 増江　達彦

消化器内科 谷口　裕紀 放射線治療科 梶浦　雄一 産科麻酔科部長 榊原　いづみ

消化器内科（専攻医） 曽我　淳史 放射線治療科 岡田　すなほ 麻酔科 飯田　美紀

消化器内科（専攻医） 林　冴加 放射線診断科 今田　裕貴 麻酔科 横田　愛

消化器内科（専攻医） 増田　直也 放射線診断科（専攻医） 成瀬　拓也 麻酔科 宮本　真紀

消化器内科（専攻医） 小泉　拓也 精神科 植木　啓文 麻酔科 浅野　尊比古

消化器内科（専攻医） 坂野　香里 新生児内科 桑原　祐也 麻酔科 岩井　亮太

消化器内科（専攻医） 岩田　啓佑 新生児内科 児玉　由布子 麻酔科 福田　光希

消化器内科（専攻医） 黒田　英孝 新生児内科 小木曽　美紀 麻酔科 新井　睦

内視鏡部 山崎　健路 新生児内科（専攻医） 駒水　清乃 麻酔科（専攻医） 奥村　万季

腎臓内科 石村　雄大 小児科（専攻医） 安藤　正人 ペインクリニック科 竹中　元康

腎臓内科（専攻医） 渡邊　由佳 小児科（専攻医） 藤木　俊吾 中央検査部　部長 滝谷　博志

腎臓内科（専攻医） 高田　恵里 小児循環器内科（専攻医） 小林　桜子 臨床研修医２ 大谷　元太

脳神経内科 西田　浩 小児心臓外科 吉田　尚司 臨床研修医２ 立川　怜大

脳神経内科 加藤　新英 小児外科 島田　脩平 臨床研修医２ 谷口　和紀

呼吸器内科 浅野　文祐 産科・胎児診療科 島岡　竜一 臨床研修医２ 外村　俊平

呼吸器内科 都竹　晃文 産科・胎児診療科 小野　ひとみ 臨床研修医２ 鳥澤　宗一郎

呼吸器内科 増田　篤紀 産科・胎児診療科 溝口　冬馬 臨床研修医２ 内藤　恵仁

呼吸器内科 村上　杏理 産科・胎児診療科（専攻医） 神田　明日香 臨床研修医２ 西川　紗由美

呼吸器内科 加藤　智也 産科・胎児診療科（専攻医） 野村　郁哉 臨床研修医２ 平田　瑞貴

呼吸器内科 土田　晃将 婦人科 横山　康宏 臨床研修医２ 横山　侑紀

呼吸器内科 馬場　康友 婦人科 佐藤　泰昌

呼吸器内科 武藤　優耶 婦人科 神田　智子

呼吸器内科 葛西　佑太朗 婦人科 鈴木　真理子

呼吸器内科 三好　真由香 婦人科 佐藤　香月

呼吸器内科（専攻医） 佐々木　優依 婦人科 野老山　麗奈


