
（令和２年１２月１０日時点）
氏名 診療科 役職

安友　佳朗 総合内科、老年内科 副院長兼総合内科、老年内科総括部長
山田　克己 総合内科、老年内科 部長
渡邉　力也 総合内科、老年内科 主任医長
原　賢太 糖尿病・内分泌内科 部長
小川　雅史 糖尿病・内分泌内科 医長
高月　清宣 呼吸器内科 内科診療部長兼呼吸器内科部長
松本　正孝 呼吸器内科 主任医長
金城　和美 呼吸器内科 主任医長
寺下　智美 呼吸器内科 医長
森川　輝久 消化器内科 部長
家本　孝雄 消化器内科 医長

佐々木　綾香 消化器内科 医長
阿部　哲之 消化器内科 医員
三木　美香 消化器内科 医員
二井　諒子 消化器内科 医員
井上　裕太 消化器内科 専攻医
杉本　健 血液・腫瘍内科 部長
竹中　圭 血液・腫瘍内科 医長
平川　結梨 血液・腫瘍内科 専攻医
清水　真央 腎臓内科 医長
小坂　恭子 腎臓内科 医員
藤本　千恵 腎臓内科 専攻医
安積　陽也 腎臓内科 専攻医
古東　秀介 脳神経内科 医長
武田　涼輔 脳神経内科 医員

山口　星一郎 脳神経内科 専攻医
土橋　直史 リウマチ・膠原病内科 医長
井上　兼史 リウマチ・膠原病内科 医員
山名　順子 緩和ケア内科 部長
冨田　　優 放射線診断科 総括部長
大森　美佳 放射線診断科 主任医長
上月　瞭平 放射線診断科 専攻医
足立　秀治 放射線診断科 嘱託医

川崎　圭一郎 小児科 部長
田中　健一 精神神経科 主任医長
村上　　拓 内科専門研修 専攻医
矢部　萌美 内科専門研修 専攻医
金銅　研吾 内科専門研修 専攻医

齋藤　修一郎 内科専門研修 専攻医
日笠　雄太 内科専門研修 専攻医
山本　真子 内科専門研修 専攻医
新井　尚樹 内科専門研修 専攻医

泉谷　真季子 内科専門研修 専攻医
樽谷　雄介 内科専門研修 専攻医
荒瀬　優希 内科専門研修 専攻医
中井　彩希 内科専門研修 専攻医
髙田　謙 内科専門研修 専攻医
松浦　史弥 内科専門研修 専攻医
佐藤　亮太 内科専門研修 専攻医
上月　惇 内科専門研修 専攻医
黒田　大介 外科、消化器外科、乳腺外科 副院長兼外科、消化器外科、乳腺外科総括部長
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岡　　成光 外科、消化器外科、乳腺外科 部長
柿木　啓太郎 外科、消化器外科、乳腺外科 部長
御井　保彦 外科、消化器外科、乳腺外科 主任医長
村田　晃一 外科、消化器外科、乳腺外科 主任医長
荒井　啓輔 外科、消化器外科、乳腺外科 医長
岡本　柊志 外科、消化器外科、乳腺外科 専攻医
高田　昌彦 呼吸器外科 部長
田中　宏樹 呼吸器外科 医員

立花　章太郎 整形外科 医員
吉田　慎 整形外科 専攻医
福本　弦太 整形外科 専攻医
三宅　　茂 脳神経外科 部長
山本　大輔 脳神経外科 主任医長
庄瀬　裕康 脳神経外科 医員
嶋﨑　智哉 脳神経外科 専攻医
山本　一宏 耳鼻咽喉・頭頚部外科 部長
上田　隆 耳鼻咽喉・頭頚部外科 専攻医

清水　昭一朗 耳鼻咽喉・頭頚部外科 専攻医
武市　佳純 泌尿器科 外科診療部長兼泌尿器科総括部長
田中　一志 泌尿器科 部長
宮崎　彰 泌尿器科 医長
藤澤　俊介 泌尿器科 専攻医
神岡　翼 麻酔科 医員
杉野　太亮 麻酔科 医員
南川　勉 歯科口腔外科 部長

大橋　雄高　 歯科口腔外科 専攻医
瓜生　開人 歯科口腔外科 専攻医
横尾　拓樹 外科専門研修 専攻医
佐伯　崇史 外科専門研修 専攻医
中村　浩之 外科専門研修 専攻医
岡村　優介 研修医 －
金　潤 研修医 －
髙梨　碧 研修医 －
田渕　丈治 研修医 －
西山　航平 研修医 －
本田　貴裕 研修医 －
矢幡　悟大 研修医 －
宇井　更 研修医 －
川本　沙織 研修医 －

中東　亜嵯子 研修医 －
西本　凌平 研修医 －
藤井　洋介 研修医 －
増田　理沙 研修医 －
松尾　侑未 研修医 －
森川　真帆 研修医 －
山崎　史絵 研修医 －
番匠　聖子 薬剤室 薬剤師

渕崎　加奈絵 薬剤室 薬剤師
片岡　久美 看護部 看護師
小林　好 看護部 看護師
松原　麻衣 看護部 看護師


