
氏名 所属 氏名 所属

1 秋葉　直志 施設長 51 伊藤　善翔 消化器・肝臓内科

2 三澤　健之 外科 52 星野　優 消化器・肝臓内科

3 高橋　直人 外科 53 赤須　貴文 消化器・肝臓内科

4 藤岡　秀一 外科 54 鈴木　静香 消化器・肝臓内科

5 坪井　一人 外科 55 大瀧　雄一朗 消化器・肝臓内科

6 矢部　三男 外科 56 中田　正裕 消化器・肝臓内科

7 三宅　亮 外科 57 石川　将史 消化器・肝臓内科

8 神尾　麻紀子 外科 58 桐生　幸苗 消化器・肝臓内科

9 畑　太悟 外科 59 杉山　悦郎 消化器・肝臓内科

10 岩崎　泰三 外科 60 酒寄　葉 消化器・肝臓内科

11 平本　悠樹 外科 61 西脇　嘉一 腫瘍・血液内科

12 馬場　優治 外科 62 香取　美津治 腫瘍・血液内科

13 武田　光正 外科 63 鈴木　一史 腫瘍・血液内科

14 伊藤　栄作 外科 64 田上　晋 腫瘍・血液内科

15 中川　光 外科 65 伊藤　勇太 腫瘍・血液内科

16 塚本　遥 外科 66 服部　大樹 腫瘍・血液内科

17 阿部　正 外科 67 伊藤　勇太 腫瘍・血液内科

18 尾髙　真 外科 68 増岡　秀一 輸血部

19 髙野　裕樹 外科 69 河津　圭祐 循環器内科

20 川谷　慶太 外科 70 髙木　正道 呼吸器内科

21 高野　浩邦 産婦人科 71 合地　美奈 呼吸器内科

22 小曽根　浩一 産婦人科 72 稲木　俊介 呼吸器内科

23 堀谷　まどか 産婦人科 73 古部　暖 呼吸器内科

24 宇田川　治彦 産婦人科 74 斉藤　晋 呼吸器内科

25 平山　佳奈 産婦人科 75 柴田　駿 呼吸器内科

26 駒崎　裕美 産婦人科 76 砂川好光 放射線部

27 丸田　剛徳 産婦人科 77 樋口　陽大 放射線部

28 加藤　さや子 産婦人科 78 森川　碧子 放射線部

29 富田　圭祐 産婦人科 79 曽雌　茂 整形外科

30 窪谷　祐太郎 産婦人科 80 福田　佑香 整形外科

31 酒井　杏菜 産婦人科 81 田中　俊英 脳神経外科

32 三浦　茉利子 産婦人科 82 野上　諒 脳神経外科

33 三木　淳 泌尿器科 83 吉村　萌子 麻酔部

34 柳澤　孝文 泌尿器科 84 金子　貴久 麻酔部

35 大林　広輝 泌尿器科 85 髙木　俊成 麻酔部

36 佐野　貴之 泌尿器科 86 宮山　直樹 麻酔部

37 長岡　真人 耳鼻咽喉科 87 青木　友里 麻酔部

38 鄭　雅誠 耳鼻咽喉科 88 石川　麻梨絵 麻酔部

39 関根　瑠美 耳鼻咽喉科 89 倉田　早織 麻酔部

40 伊藤　友祐 耳鼻咽喉科 90 鈴木　真純 麻酔部

41 岡田　晋一 耳鼻咽喉科 91 田口　愛 麻酔部

42 滝澤 悠己 耳鼻咽喉科 92 忽滑谷　和孝 精神神経科

43 野坂　瞳 耳鼻咽喉科 93 中西　玲佳 精神神経科

44 田中　大貴 耳鼻咽喉科 94 亀山　洋 精神神経科

45 菅野　万規 耳鼻咽喉科 95 坂口　晴英 小児科

46 福田　伸樹 耳鼻咽喉科 96 篠崎　梓 小児科

47 小井戸　薫雄 消化器・肝臓内科 97 鴨﨑　貴大 形成外科

48 梶原　幹生 消化器・肝臓内科 98 平山　愛里彩 皮膚科

49 内山   幹 消化器・肝臓内科 99 小松崎　素子 皮膚科

50 松本　喜弘 消化器・肝臓内科 100 市原　功介 眼科
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101 岡村　有隣 救命救急センター

102 高橋　孝輔 救命救急センター

103 益子　峻典 救命救急センター

104 濱口　明彦 腎臓・高血圧内科

105 三浦　靖彦 総合診療部

106 浦島　瑠美子 研修医

107 江本　薫子 研修医

108 大川　駿 研修医

109 岡崎　考平 研修医

110 金井　知彬 研修医

111 金子　志織 研修医

112 河田　悠 研修医

113 小林　一輝 研修医

114 小林　智香 研修医

115 近藤　洋介 研修医

116 齋藤　惠理子 研修医

117 鈴木　大河 研修医

118 田中　裕大 研修医

119 富田　茉友香 研修医

120 並木　宏也 研修医

121 成田　ちさと 研修医

122 福田　友莉子 研修医

123 藤森　彩子 研修医

124 宮澤　渉 研修医

125 森田　千枝里 研修医

126 森田　哲朗 研修医

127 吉原　健太郎 研修医

128 脇谷　浩生 研修医
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