
役職 氏名 役職 氏名

病院長 山口　俊晴 部長 藤崎  順子

松本　誠一 大隅  寛木

横田　美幸 清水  智樹

佐野　武 中山  厳馬

髙橋　俊二 松島  知広

小口　正彦 吉水  祥一

米瀬　淳二 田顔  夫佑樹

長田　理 金田  遼

ｾﾝﾀｰ長 奥村  栄 中野  薫

部長 西尾  誠人 山﨑  明

大柳  文義 山本  安則

堀池  篤 部長 山口  研成

栁谷  典子 副部長 陳  勁松

北園  聡 末永  光邦

西川  晋吾 松阪  諭

小栗  知世 篠崎  英司

川嶋  庸介 高張  大亮

髙野  夏希 小倉  真理子

有安  亮 若槻  尊

副部長 文  敏景 市村  崇

医長 中尾  将之 部長 笹平  直樹

松浦  陽介 医長 高野  浩一

一瀬  淳二 尾阪  将人

平田  佳史 松山  眞人

野間  大督 山田  育弘

園田  大 佐々木  隆

氷室  直哉 副部長 山本  頼正

加藤  大喜 医長 平澤  俊明

石山  晃世志

大前  雅実

堀内  裕介

由雄  敏之

医長 千野  晶子

五十嵐  正広

岸原  輝仁

副医長

消化器内科

肝・胆・膵内科

上部消化管内科

下部消化管内科

医員

医長

消化器
化学療法科

副医長

副医長

呼吸器外科

副医長

医員

医員

呼吸器センター

医長

副医長

医員

呼吸器内科
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副院長

院長補佐

所属

がん研有明病院

所属
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役職 氏名 役職 氏名

小倉  淳司 部長 岩瀬  拓士

武田  良祝 副部長 森園  英智

寺澤  無我 坂井  威彦

田中  真之 荻谷  朗子

速水  克 北川  大

安福  至 片岡  明美

渡邉  元己 中島  絵里

宮城  幹史 照屋  なつき

奥村  康弘 坂元  晴子

辻浦  誠浩 貴志  美紀

福留  惟行 高畑  史子

今村  裕 岩田  侑子

江藤  弘二郎 吉田  和世

川勝  章司 市村  佳子

日吉  幸晴 横江  隆道

岡村  明彦 笹  聡一郎

宮成  淳 茂地  智子

津田  康雄 飯島  耕太郎

鈴木  紳祐 部長 伊藤  良則

牛込  創 医長 小林  心

入江  彰一 副医長 深田  一平

大庭  篤志 医員 柴山  朋子

加納  陽介 部長 竹島  信宏

水野  智哉 宇津木  久仁子

徳永  竜馬 加藤  一喜

古賀  倫太郎 医長 尾松  公平

部長 渡邊  雅之 的田  眞紀

副部長 峯  真司 野村  秀高

部長 比企  直樹 岡本  三四郎

布部  創也 長島  稔

大橋  学 松浦  基樹

井田  智 勝田  隆博

熊谷  厚志 岡本  修平

部長 上野  雅資 青木  洋一

副部長 福長  洋介 久  毅

医長 長山  聡

藤本  佳也

秋吉  高志

小西  毅

長嵜  寿矢

部長 齋浦  明夫

副部長 髙橋  祐

井上  陽介

石沢  武彰

三瀬  祥弘

伊藤  寛倫

肝･胆･膵外科

副医長

乳腺外科

医長

副医長

医員

乳腺内科

婦人科

副部長

副医長

医員

食道外科

胃外科

副部長

副医長

大腸外科

副医長

所属 所属

消化器外科 医員
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役職 氏名 役職 氏名

部長 三谷  浩樹 副部長 志賀  太郎

米川  博之 副医長 渡邉  直

福島  啓文 副部長 関  誠

佐々木  徹 大里  彰二郎

瀬戸  陽 森野  良蔵

戸田  和寿 平島  潤子

新橋  渉 山内  章裕

川端  一嘉 山本  理恵

坂井  利彦 七松  恭子

高橋  剛史 宮崎  恵美子

神山  亮介 蛯名  稔明

蛯名  彩 三木  美津子

小泉  雄 石井  智子

部長 阿江  啓介 玄  運官

医長 谷澤  泰介 吉岡  清佳

五木田  茶舞 萬羽  礼実

早川  景子 田中  清高

医員 船内  雄生 塩谷  賢一

山本  真也 福升  晃子

増田  均 見市  光寿

担当副部長 湯浅  健 有阪  理英

医長 沼尾  昇 中田  陽子

小川  将宏 部長 澤泉  雅之

井上  享 宮下  宏紀

武田  隼人 棚倉  健太

上原  翔 倉元  有木子

部長 畠  清彦 柴田  知義

担当副部長 照井  康仁 古林  玄

医長 横山  雅大 松本  綾希子

西村  倫子 部長 服部  政治

三嶋  裕子 副医長 立花  潤子

上田  響子 部長 山田  健志

草野  善晴 大島  淑夫

山内  浩文 織壁  里名

仲野  兼司 竹内  真弓

友松  純一 部長 辻  英貴

平良  眞一郎 小林  めぐみ

小野  麻紀子 吉田  淳

稲垣  里奈 部長 原田  壮平

倉田  麻美 副医長 羽山  ブライアン

浦崎  哲也 医員 大串  大輔

尾野村  麻以 部長 星野  恵津夫

島田  貴信 部長 富塚  健

川口  城毅 副医長 古敷谷  昇

医員 田代  美子

副医長

医員

副医長

医員

医長

副医長

医員

副医長

医員

副医長

副医長

血液腫瘍科

総合腫瘍科

総合診療部

循環器内科

麻酔科

形成外科

がん疼痛治療科

腫瘍精神科

眼科

感染症科

漢方サポート科

歯科

医長

副医長

医員

副医長

所属 所属

頭頸科

整形外科

泌尿器科 副部長

副医長
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役職 氏名 役職 氏名

副部長 角  美奈子 レジデント 安部  公崇

室伏  景子 園田  智明

利安  隆史 齊木  雅史

浅利  崇生 神山  潤二

芹澤  慈子 畑  太悟

吉田  匡宏 黒河内  喬範

大久保  裕史 八木  秀祐

原田  亜里咲 永岡  智之

小塚  拓洋 本間  理

部長 奈良林  至 平山  佳愛

佐伯  吉規 髙橋  遼

中山  博文 武田  美鈴

星野  奈月 阿部  朋未

櫻井  宏樹 岩間  敬子

部長
唐渡  敦也

レジデント
宮本  快介

センター長 松枝  清 服部  雅優

医長 五味  直哉 永井  遼斗

部長 小泉  満 日高  竜太

副部長 寺内  隆司 白尾  浩太郎

医長 小山  眞道 森田  琢磨

部長 新井  正美 萩原  喜一

医員 吉田  玲子 三神  晃

部長 山本  豊 高橋  杏奈

医長 望月  俊明 井上  典仁

部長 二味  覚 マーシャル  祥子

部長 山田  恵子 福田  直樹

医長 堀井  理絵 風戸  拓也

医員 佐藤  由紀子 中川  陽介

部長 杉山  裕子 三戸  那奈子

センター長 土田  知宏 石浦  良平

副医長 今井  瑞香 熊井  康子

副医長 春木  聡美 桑原  宏文

副医長 窪田  素子 徳増  健二

副医長 山田  由美 杉浦  善弥

重松  康之

前川  尚志

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

レジデント

臨床教育研修センター
（泌尿器科）

臨床教育研修センター
（頭頸科）

臨床教育研修センター
（乳腺内科）

臨床教育研修センター
（乳腺外科）

臨床教育研修センター
（消化器外科）

臨床教育研修センター
（放射線治療部）

臨床教育研修センター
（形成外科）

臨床教育研修センター
（麻酔科）

臨床教育研修センター
（総合腫瘍科）

臨床教育研修センター
（血液腫瘍科）

病理部（病院）

細胞診断部

健診センター

検診部

臨床教育研修センター
（病理部）

核医学部

遺伝子診療部

集中治療部

災害医療部

超音波検査部

緩和治療科

副医長

医療連携部

画像診断センター

画像診断部

所属 所属

放射線治療部

副医長

医員

臨床教育研修センター
（呼吸器内科）

臨床教育研修センター
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