
国立大学法人富山大学附属病院

所属診療科等 氏　　名 団　　体　　名 資　　格　　名
病院長 齋藤　滋 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
病院長 齋藤　滋 公益社団法人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医
第一内科 戸邉　一之 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 戸邉　一之 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 戸邉　一之 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 戸邉　一之 一般社団法人　日本肥満学会 肥満症専門医
第一内科 多喜　博文 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
第一内科 多喜　博文 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 小清水　由紀子 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 小清水　由紀子 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 小清水　由紀子 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 林　　龍二 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 林　　龍二 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 林　　龍二 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
第一内科 林　　龍二 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 林　　龍二 特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
第一内科 薄井　勲 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 薄井　勲 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 薄井　勲 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 朴木　博幸 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
第一内科 朴木　博幸 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 山田　徹 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 山田　徹 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 山田　徹 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 篠田　晃一郎 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 篠田　晃一郎 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
第一内科 瀧川　章子 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 岡澤　成祐 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 岡澤　成祐 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 神原　健太 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 神原　健太 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 神原　健太 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 猪又　峰彦 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 猪又　峰彦 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 猪又　峰彦 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 岩田　実 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 岩田　実 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 岩田　実 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 岩田　実 一般社団法人　日本甲状腺学会 甲状腺学会専門医
第一内科 松井　祥子 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 松井　祥子 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 松井　祥子 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
第一内科 松井　祥子 一般社団法人　日本禁煙学会 禁煙専門医
第一内科 笹岡　利安 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 笹岡　利安 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 笹岡　利安 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 石木　学 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第一内科 石木　学 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 朴木　久惠 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 朴木　久惠 一般社団法人　日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科）専門医
第一内科 德井　宏太郎 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一内科 德井　宏太郎 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一内科 岡部　圭介 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
第一内科 津田　玲奈 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
第二内科 平井　忠和 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 平井　忠和 一般社団法人　日本超音波医学会 超音波専門医
第二内科 平井　忠和 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 平井　忠和 一般社団法人　日本老年医学会 老年病専門医
第二内科 水牧　功一 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 水牧　功一 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 水牧　功一 一般社団法人　日本不整脈学会/一般社団法人　日本心電学会 不整脈専門医
第二内科 城宝　秀司 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 城宝　秀司 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 中川　圭子 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
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所属診療科等 氏　　名 団　　体　　名 資　　格　　名
第二内科 西田　邦洋 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 西田　邦洋 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 西田　邦洋 一般社団法人　日本不整脈学会/一般社団法人　日本心電学会 不整脈専門医
第二内科 上野　博志 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 上野　博志 一般社団法人　日本心血管インターベンション治療学会 心血管インターベンション専門医
第二内科 坂本　有 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 坂本　有 一般社団法人　日本不整脈学会/一般社団法人　日本心電学会 不整脈専門医
第二内科 傍島　光男 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 福田　信之 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 福田　信之 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 福田　信之 一般社団法人　日本超音波医学会 超音波専門医
第二内科 福田　信之 一般社団法人　日本老年医学会 老年病専門医
第二内科 小池　勤 一般社団法人　日本透析医学会 透析専門医
第二内科 小池　勤 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第二内科 小池　勤 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第二内科 小池　勤 一般社団法人　日本腎臓学会 腎臓専門医
第二内科 小池　勤 特定非営利活動法人　日本高血圧学会 高血圧専門医
第二内科 中谷　洋介 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第三内科 杉山　敏郎 一般社団法人　日本血液学会 血液専門医
第三内科 杉山　敏郎 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 杉山　敏郎 一般社団法人　日本消化管学会 胃腸科専門医
第三内科 高原　照美 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 高原　照美 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 高原　照美 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第三内科 村上　純 一般社団法人　日本血液学会 血液専門医
第三内科 村上　純 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 安藤　孝将 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 安藤　孝将 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 安藤　孝将 特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
第三内科 安藤　孝将 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 峯村　正実 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 峯村　正実 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 峯村　正実 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 峯村　正実 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第三内科 峯村　正実 一般財団法人　日本消化管学会 胃腸科専門医
第三内科 細川　歩 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 細川　歩 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 細川　歩 特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
第三内科 細川　歩 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 田尻　和人 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 田尻　和人 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 田尻　和人 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第三内科 田尻　和人 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 三原　弘 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 三原　弘 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 三原　弘 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 三原　弘 一般社団法人　日本消化管学会 胃腸科暫定専門医
第三内科 河合　健吾 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 河合　健吾 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第三内科 河合　健吾 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 吉田　啓紀 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 吉田　啓紀 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 南條　宗八 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第三内科 南條　宗八 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第三内科 南條　宗八 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第三内科 南條　宗八 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
第三内科 和田　暁法 一般社団法人　日本血液学会 血液専門医
第三内科 和田　暁法 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
皮膚科 清水　忠道 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
皮膚科 清水　忠道 特定非営利活動法人　日本レーザー医学会 レーザー専門医
皮膚科 牧野　輝彦 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
皮膚科 牧野　輝彦 一般社団法人　日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医
皮膚科 松井　恒太郎 一般社団法人　日本救急医学会 救急科専門医
皮膚科 松井　恒太郎 一般社団法人　日本熱傷学会 熱傷専門医
皮膚科 松井　恒太郎 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
皮膚科 三澤　恵 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
皮膚科 清水　教子 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
皮膚科 井波　智恵子 公益社団法人　日本皮膚科学会 皮膚科専門医
小児科 市田　蕗子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
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所属診療科等 氏　　名 団　　体　　名 資　　格　　名
小児科 市田　蕗子 特定非営利活動法人　日本小児循環器学会 小児循環器専門医
小児科 市田　蕗子 日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医
小児科 板澤　寿子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 板澤　寿子 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
小児科 種市　尋宙 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 種市　尋宙 一般社団法人　日本集中治療医学会 集中医療専門医
小児科 足立　雄一 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
小児科 足立　雄一 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 野村　恵子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 野村　恵子 一般社団法人　日本血液学会 血液専門医
小児科 野村　恵子 一般社団法人　日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医
小児科 宮　一志 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 宮　一志 一般社団法人　日本小児神経学会 小児神経専門医
小児科 宮　一志 一般社団法人　日本てんかん学会 てんかん専門医
小児科 足立　陽子 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
小児科 足立　陽子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 田仲　千秋 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 田中　朋美 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 田中　朋美 一般社団法人　日本小児神経学会 小児神経専門医
小児科 西田　直徳 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 廣野　恵一 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
小児科 廣野　恵一 特定非営利活動法人　日本小児循環器学会 小児循環器専門医
小児科 廣野　恵一 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 中林　玄一 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 中林　玄一 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
小児科 伊藤　靖典 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 伊藤　靖典 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医
小児科 中坪　久乃 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 和田　拓也 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 仲岡　佐智子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
小児科 釣　浩之 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
神経精神科 鈴木　道雄 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
神経精神科 古市　厚志 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
神経精神科 髙橋　努 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
神経精神科 樋口　悠子 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
神経精神科 瀬尾　友徳 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
神経精神科 高柳　陽一郎　 公益社団法人　日本精神神経学会 精神科専門医
放射線科 野口　京 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 亀田　圭介 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 森尻　実 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 神前　裕一 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 野村　邦紀 公益社団法人　日本放射線腫瘍学会 放射線治療専門医
放射線科 野村　邦紀 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線治療専門医
放射線科 野村　邦紀 一般社団法人　日本超音波医学会 超音波専門医
放射線科 米山　達也 一般社団法人　日本核医学会 核医学専門医
放射線科 米山　達也 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 富澤　岳人 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
放射線科 富澤　岳人 （社）日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ学会 ＩＶＲ専門医
第一外科 芳村　直樹 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 芳村　直樹 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第一外科 芳村　直樹 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 深原　一晃 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 深原　一晃 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 武内　克憲 一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医
第一外科 武内　克憲 一般社団法人　日本脈管学会 脈管専門医
第一外科 武内　克憲 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 武内　克憲 一般社団法人　日本脈管学会 脈管専門医
第一外科 武内　克憲 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 山下　昭雄 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 山下　昭雄 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 青木　正哉 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 青木　正哉 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 山本　優 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 山本　優 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一外科 酒井　麻里 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 酒井　麻里 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 土居　寿男 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第一外科 土居　寿男 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医
第一外科 本間　崇浩 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
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第一外科 本間　崇浩 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
第一外科 本間　崇浩 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
第一外科 本間　崇浩 呼吸器外科専門医合同委員会 呼吸器外科専門医
第二外科 渋谷　和人 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 渋谷　和人 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 渋谷　和人 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第二外科 渋谷　和人 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第二外科 奥村　知之 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 奥村　知之 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 奥村　知之 特定非営利活動法人　日本食道学会 食道学科専門医
第二外科 奥村　知之 特定非営利活動法人　日本食道学会 食道外科専門医
第二外科 長田　拓哉 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 長田　拓哉 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 長田　拓哉 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第二外科 長田　拓哉 一般社団法人　日本乳癌学会 乳腺専門医
第二外科 澤田　成朗 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 澤田　成朗 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 澤田　成朗 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
第二外科 北條　荘三 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 北條　荘三 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 北條　荘三 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第二外科 北條　荘三 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
第二外科 北條　荘三 一般社団法人　日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医
第二外科 廣川　慎一郎 特定非営利活動法人　日本小児外科学会 小児外科専門医
第二外科 廣川　慎一郎 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 廣川　慎一郎 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 橋本　伊佐也 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 橋本　伊佐也 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
第二外科 渡辺　徹 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 渡辺　徹 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
第二外科 関根　慎一 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
第二外科 小島　博文 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
脳神経外科 黒田　敏 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 黒田　敏 一般社団法人　日本脳卒中学会 脳卒中専門医
脳神経外科 桑山　直也 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 桑山　直也 特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会 脳神経血管内治療専門医
脳神経外科 桑山　直也 一般社団法人　日本脳卒中学会 脳卒中専門医
脳神経外科 赤井　卓也 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 赤井　卓也 一般社団法人　日本脳卒中学会 脳卒中専門医
脳神経外科 永井　正一 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 秋岡　直樹 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 秋岡　直樹 特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会 脳神経血管内治療専門医
脳神経外科 秋岡　直樹 一般社団法人　日本脳卒中学会 脳卒中専門医
脳神経外科 富田　隆浩 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 柏﨑　大奈 特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会 脳神経血管内治療専門医
脳神経外科 柏﨑　大奈 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
脳神経外科 柏﨑　大奈 一般社団法人　日本脳卒中学会 脳卒中専門医
整形外科 木村　友厚 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 木村　友厚 公益社団法人　日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
整形外科 木村　友厚 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
整形外科 川口　善治 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 長田　龍介 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 長田　龍介 一般社団法人　日本手外科学会 手外科専門医
整形外科 下条　竜一 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 安田　剛敏 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 安田　剛敏 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
整形外科 関　庄二 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 関　庄二 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
整形外科 元村　拓 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 元村　拓 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
整形外科 野上　真紀子 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 鈴木　賀代 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
整形外科 渡邉　健太 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
産科婦人科 吉野　修 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 吉野　修 一般社団法人　日本生殖医学会 生殖医療専門医
産科婦人科 塩﨑　有宏 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 塩﨑　有宏 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医
産科婦人科 塩﨑　有宏 一般社団法人　日本超音波医学会 超音波専門医
産科婦人科 米田　哲 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
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産科婦人科 米田　哲 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医
産科婦人科 中島　彰俊 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 中島　彰俊 公益社団法人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医
産科婦人科 島　友子 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 島　友子 公益社団法人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医
産科婦人科 米田　徳子 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 米田　徳子 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医
産科婦人科 伊藤　実香 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 伊藤　実香 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医
産科婦人科 伊藤　実香 日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医
産科婦人科 米澤　理可 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 米澤　理可 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
産科婦人科 鮫島　梓 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 福田　香織 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 稲田　貢三子 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 津田　さやか 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 伊東　雅美 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 小野　洋輔 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 津田　桂 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 吉江　正紀 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 草開　妙 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
産科婦人科 田中　智子 公益社団法人　日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
眼科 林　篤志 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 東條　直貴 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 柳澤　秀一郎 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 ｺﾝｿﾙﾎﾞ・上田朋子 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 三原　美晴 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 宮腰　晃央 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 中村　友子 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 藤田　和也 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 柚木　達也 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
眼科 矢合　隆昭 公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医
耳鼻咽喉科 將積　日出夫 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 將積　日出夫 特定非営利活動法人　日本気管食道科学会 気管食道科専門医
耳鼻咽喉科 將積　日出夫 一般社団法人　日本アレルギー学会 アレルギー専門医（耳鼻咽喉科）
耳鼻咽喉科 藤坂　実千郎 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 藤坂　実千郎 一般社団法人　日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医
耳鼻咽喉科 石田　正幸 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 髙倉　大匡 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 阿部　秀晴 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 浅井　正嗣 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 中嶋　純子 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科 舘野　宏彦 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
泌尿器科 北村　寛 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
泌尿器科 北村　寛 特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
泌尿器科 渡部　明彦 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
泌尿器科 渡部　明彦 一般社団法人　日本性機能学会 日本性機能学会専門医
泌尿器科 藤内　靖喜 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
泌尿器科 伊藤　崇敏 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
泌尿器科 柴森　康介 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
泌尿器科 飯田　裕朗 一般社団法人　日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
麻酔科 山崎　光章 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 山崎　光章 一般社団法人　日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医
麻酔科 廣田　弘毅 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 佐々木　利佳 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 佐々木　利佳 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会 心臓血管麻酔専門医
麻酔科 竹村　佳記 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 大石　美緒子 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 大石　美緒子 一般社団法人　日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医
麻酔科 黒田　康子 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 村花　準一 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 本田　康子 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 伊東　久勝 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 伊東　久勝 一般社団法人　日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医
麻酔科 坂本　菜摘 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 川上　正晃 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 堀川　英世 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 青木　優太 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
麻酔科 青木　優太 一般社団法人　日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医
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所属診療科等 氏　　名 団　　体　　名 資　　格　　名
麻酔科 青木　優太 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会 心臓血管麻酔専門医
歯科口腔外科 野口　誠 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科専門医
歯科口腔外科 野口　誠 一般社団法人　日本口腔腫瘍学会 口腔癌専門医
歯科口腔外科 野口　誠 公益社団法人　日本口腔インプラント学会 口腔インプラント専門医
歯科口腔外科 津野　宏彰 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科専門医
歯科口腔外科 津野　宏彰 公益社団法人　日本口腔インプラント学会 口腔インプラント専門医
歯科口腔外科 冨原　圭 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科専門医
歯科口腔外科 藤原　久美子 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科専門医
歯科口腔外科 山田　浩太 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科認定医
歯科口腔外科 石戸　克尚 公益社団法人　日本口腔外科学会 口腔外科認定医
和漢診療科 嶋田　豊 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 嶋田　豊 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
和漢診療科 野上　達也 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
和漢診療科 野上　達也 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 野上　達也 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
和漢診療科 藤本　誠 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
和漢診療科 藤本　誠 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 北原　英幸 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 三澤　広貴 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 渡り　英俊 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 柴原　直利 一般社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医
和漢診療科 金原　嘉之 一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医
神経内科 髙嶋　修太郎 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
神経内科 髙嶋　修太郎 一般社団法人　日本脳卒中学会 認定脳卒中専門医
神経内科 髙嶋　修太郎 一般社団法人　日本頭痛学会 日本頭痛学会専門医
神経内科 田口　芳治 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
神経内科 田口　芳治 一般社団法人　日本老年医学会 老年病専門医
神経内科 田口　芳治 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
神経内科 田口　芳治 一般社団法人　日本脳卒中学会 認定脳卒中専門医
神経内科 田口　芳治 一般社団法人　日本頭痛学会 日本頭痛学会専門医
神経内科 田口　芳治 （社）日本認知症学会 日本認知症学会専門医
神経内科 道具　伸浩 一般社団法人　日本脳卒中学会 認定脳卒中専門医
神経内科 道具　伸浩 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
神経内科 道具　伸浩 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
神経内科 温井　孝昌 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
神経内科 温井　孝昌 一般社団法人　日本脳卒中学会 認定脳卒中専門医
神経内科 吉田　幸司 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
神経内科 吉田　幸司 一般社団法人　日本脳卒中学会 認定脳卒中専門医
神経内科 吉田　幸司 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
感染症科 山本　善裕 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
感染症科 山本　善裕 一般社団法人　日本感染症学会 感染症専門医
感染症科 山本　善裕 一般社団法人　日本呼吸器学会 呼吸器専門医
検査・輸血細胞治療部 北島　勲 一般社団法人　日本神経学会 神経内科専門医
検査・輸血細胞治療部 北島　勲 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
検査・輸血細胞治療部 仁井見　英樹 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
検査・輸血細胞治療部 仁井見　英樹 一般社団法人　日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医
検査・輸血細胞治療部 原田　健右 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
検査・輸血細胞治療部 安村　敏 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
検査・輸血細胞治療部 安村　敏 一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医
検査・輸血細胞治療部 安村　敏 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
検査・輸血細胞治療部 安村　敏 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
検査・輸血細胞治療部 安村　敏 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
手術部 釈永　清志 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
手術部 武部　真理子 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
手術部 武部　真理子 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会 心臓血管麻酔専門医
放射線部 川部　秀人 公益社団法人　日本医学放射線学会 放射線診断専門医
災害・救命センター 奥寺　敬 一般社団法人　日本救急医学会 救急科専門医
災害・救命センター 奥寺　敬 一般社団法人　日本集中治療医学会 集中治療専門医
災害・救命センター 奥寺　敬 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
災害・救命センター 奥寺　敬 一般社団法人　日本臨床高気圧・潜水医学会 日本臨床高気圧・潜水医学会専門医
災害・救命センター 若杉　雅浩 一般社団法人　日本救急医学会 救急科専門医
災害・救命センター 若杉　雅浩 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
災害・救命センター 若杉　雅浩 一般社団法人　日本集中治療医学会 集中治療専門医
災害・救命センター 頭川　峰志 一般社団法人　日本手外科学会 手外科専門医
災害・救命センター 頭川　峰志 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
災害・救命センター 髙橋　恵 一般社団法人　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
災害・救命センター 坂元　美重 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
集中治療部 澁谷　伸子 公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医
集中治療部 吉岡　伊作 一般社団法人　日本外科学会 外科専門医
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集中治療部 吉岡　伊作 一般社団法人　日本消化器外科学会 消化器外科専門医
医療情報部 中川　肇 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
光学医療診療部 藤浪　斗 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
光学医療診療部 藤浪　斗 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
周産母子センター 吉田　丈俊 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 吉田　丈俊 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医
周産母子センター 吉田　丈俊 一般社団法人　日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医
周産母子センター 牧本　優美 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 牧本　優美 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医
周産母子センター 伊吹　圭二郎 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 伊吹　圭二郎 特定非営利活動法人　日本小児循環器学会 小児循環器専門医
周産母子センター 小澤　綾佳 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 小澤　綾佳 特定非営利活動法人　日本小児循環器学会 小児循環器専門医
周産母子センター 田村　賢太郎 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 川﨑　裕香子 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
周産母子センター 川﨑　裕香子 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医
周産母子センター 猪又　智実 公益社団法人　日本小児科学会 小児科専門医
病理部 三輪　重治 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 三輪　重治 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
病理部 中嶋　隆彦 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
病理部 中嶋　隆彦 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 中嶋　隆彦 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
病理部 井村　穣二 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 井村　穣二 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
病理部 井村　穣二 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
病理部 林　伸一 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 林　伸一 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
病理部 笹原　正清 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 石井　陽子 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 石井　陽子 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
病理部 濱島　丈 一般社団法人　日本病理学会 病理専門医
病理部 濱島　丈 公益社団法人　日本臨床細胞学会 細胞診専門医
総合診療部 山城　清二 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
総合診療部 北　啓一朗 一般社団法人　日本内科学会 総合内科専門医
総合診療部 北　啓一朗 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
総合診療部 北　啓一朗 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
総合診療部 北　啓一朗 （社）日本心身医学会 心身医療「内科」専門医
総合診療部 吉田　樹一郎 一般社団法人　日本救急医学会 救急科専門医
総合診療部 三浦　太郎 一般社団法人　日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医
総合診療部 渡辺　史子 一般社団法人　日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医
総合診療部 小林　直子 一般社団法人　日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医
リハビリテーション部 松下　功 公益社団法人　日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
リハビリテーション部 松下　功 一般社団法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
リハビリテーション部 松下　功 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
リハビリテーション部 今西　理恵子 公益社団法人　日本整形外科学会 整形外科専門医
リハビリテーション部 今西　理恵子 公益社団法人　日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
透析部 山﨑　秀憲 一般社団法人　日本透析医学会 透析専門医
透析部 山﨑　秀憲 一般社団法人　日本腎臓学会 腎臓専門医
透析部 掛下　幸太 一般社団法人　日本腎臓学会 腎臓専門医
透析部 掛下　幸太 一般社団法人　日本透析医学会 透析専門医
臨床腫瘍部 菓子井　達彦 特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
臨床腫瘍部 梶浦　新也 一般財団法人　日本消化器病学会 消化器病専門医
臨床腫瘍部 梶浦　新也 一般社団法人　日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
臨床腫瘍部 梶浦　新也 特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
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