
漢字氏名 カナ氏名 組織名称

青山　大輔 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 呼吸器内科

渥美　愛 ｱﾂﾐ ﾒｸﾞﾐ 小児科

新井　紗記子 ｱﾗｲ ｻｷｺ 小児科

石川　紫都 ｲｼｶﾜ ｼﾂﾞ 健診部

石川　尚人 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾄ リハビリテーション科

石川　英昭 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 腎臓内科

稲尾　意秀 ｲﾅｵ ｽｸﾞﾙ 脳神経外科

井上　英則 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 脊椎脊髄外科

遠藤　信英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 腎臓内科

大萱　俊介 ｵｵｶﾞﾔ ｼｭﾝｽｹ 小児科

大城　誠 ｵｵｼﾛ ﾏｺﾄ 小児科

太田　龍朗 ｵｵﾀ ﾀﾂﾛｳ 精神科

岡本　剛 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 脳卒中科

尾﨑　信暁 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 内分泌内科

小澤　幸泰 ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾔｽ 輸血部

加藤　剛二 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 小児科

神谷　春雄 ｶﾐﾔ ﾊﾙｵ 循環器内科

鬼頭　修 ｷﾄｳ ｵｻﾑ 小児保健科

清田　篤志 ｷﾖﾀ ｱﾂｼ 内分泌内科

洪　淑貴 ｺｳ ｼｭｸｷ 手外科

高納　崇 ｺｳﾉｳ ﾀｶｼ 呼吸器内科

後藤　辰徳 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 血液内科

後藤　洋二 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｼﾞ 脳卒中科

坂口　大俊 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾄｼ 小児科

佐藤　彰洋 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 皮膚科

佐藤　英津子 ｻﾄｳ ｴﾂｺ 眼科

澤田　昌樹 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 皮膚科

柴田　陽平 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 循環器内科

柴田　義久 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 循環器内科

嶋野　祐之 ｼﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 循環器内科

清水　真也 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ 循環器内科

鈴木　省治 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 女性泌尿器科

鷲見　肇 ｽﾐ ﾊｼﾞﾒ 消化器内科

髙見澤　潤一 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 検査部

竹内　英司 ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ 一般・消化器外科

竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 小児科

田中　寛 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 乳腺・内分泌外科

柘植　勇人 ﾂｹﾞ ﾊﾔﾄ 耳鼻咽喉科

土居崎　小夜子 ﾄﾞｲｻｷ ｻﾖｺ 小児科

土居崎　正雄 ﾄﾞｲｻｷ ﾏｻｵ 消化器内科

徳永　晴策 ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｻｸ 血管外科

永井　英雅 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾏｻ 一般・消化器外科

中野　祐往 ﾅｶﾉ ﾔｽﾕｷ 化学療法内科

中山　淳 ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ 小児科
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西門　優一 ﾆｼｶﾄﾞ　ﾕｳｲﾁ 小児科

錦見　尚道 ﾆｼｷﾐ ﾅｵﾐﾁ 血管外科

野村　史郎 ﾉﾑﾗ ﾌﾐｵ 呼吸器内科

波多野　寿 ﾊﾀﾉ ﾋｻｼ 小児脳神経外科

服部　健一 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ 脳神経外科

花木　芳洋 ﾊﾅｷ ﾖｼﾋﾛ 救急部

濱　麻人 ﾊﾏ ｱｻﾋﾄ 小児科

早川　史広 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐﾋﾛ 消化器内科

春田　純一 ﾊﾙﾀ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 消化器内科

藤城　尚純 ﾌｼﾞｼﾛ　ﾅｵｽﾞﾐ 小児科

藤谷　繁 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｹﾞﾙ 脳神経外科

藤吉　俊尚 ﾌｼﾞﾖｼ ﾄｼﾋｻ 消化器内科

本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾕｳ 神経内科

真野　和夫 ﾏﾉ ｶｽﾞｵ 神経内科

馬渕　直紀 ﾏﾌﾞﾁ ﾅｵｷ 脳卒中科

三井　さやか ﾐｲ ｻﾔｶ 小児科

三宅　秀夫 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞｵ 一般・消化器外科

宮田　完志 ﾐﾔﾀ ｶﾝｼﾞ 一般・消化器外科

宮村　耕一 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳｲﾁ 血液内科

森　正一 ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ 呼吸器外科

森下　喬允 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 血液内科

森下　佳洋 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 循環器内科

安田　彩子 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｺ 小児科

山口　丈夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｵ 消化器内科

山本　清人 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾋﾄ 血管外科

山本　英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 関節外科リウマチ科

横山　俊彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 呼吸器内科

吉岡　裕一郎 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 一般・消化器外科

吉田　奈央 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 小児科

渡邉　はづき ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 神経内科

渡邉　保子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｺ 健診部


