
第38回大分県病院学会　発表者一覧表

※下記の発表者は事前参加申込が必要です。
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所属会員病院 演題
番号
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い 石垣病院 A211 今井　真志 く 黒木記念病院 A301 橋本　洋人 た 高田中央病院 D02 熊埜御堂章

A611 森　　千春 A311 取り下げ D03 寺谷　香織

D06 梶川潤一郎 A403 江藤　佳則 D04 熊埜御堂真知子

今村病院 E05 取り下げ A501 首藤　莉菜 D14 土谷　久士

う 内田病院 B11 三輪　祥平 A502 田北　悠佳 竹田医師会病院 A413 松林　亮太

C01 平野　直美 A506 生野　　旭 つ 津久見中央病院 A606 鳥居　香菜

え えとう内科病院 C02 山村　桂子 A507 竹内　英喜 て 天心堂へつぎ病院 A309 西村　　俊

C15 秦　　栄美 A605 後藤　大輔 A510 佐藤　亮太

衛藤病院 C06 加来　優季 B07 田中　英明 な 中津第一病院 A308 中川　大助

お 大分丘の上病院 C03 林　　憲造 B09 小川　亜弓 A509 中村　謙太

大分岡病院 A610 吉良　明代 B14 後藤　佑介 A603 甲斐　優孝

C08 在永　美穂 C10 小林　陽子 永冨脳神経外科病院 E09 後藤　菊代

C09 松　　久美 C11 宮原　博美 中村病院 A209 取り下げ

大分記念病院 A106 富田　文乃 C13 高橋　弘美 A410 取り下げ

A112 澁谷　由姫 け 桂林病院 A512 成田　大智 B04 取り下げ

A407 幸　　敬洋 こ 五反田病院 B03 梶原　早苗 D10 取り下げ

A409 岩下　　崇 B12 佐藤　実希 の 野口病院 A212 島崎　晴美

A411 岩田　成喜 B15 山元　公貴 は 畑病院 A213 鹿島裕里子

A612 平原　真美 D16 新川　大輝 へ 別府中央病院 C05 宮本　将冶

A208 山﨑　恵子 E01 羽野　裕介 A109 中原　　忍

A310 奈須　智香 E02 矢野　　輝 A412 中原佑太郎

A312 取り下げ さ 佐伯中央病院 A102 村浦　広樹 A504 廣津美由紀

A602 西山　朱音 A110 法華津清子 A508 野村　　心

A604 岩根くるみ A408 川達早和子 A607 福澤　　至

D01 花田　麻里 A505 小間　鈴花 A608 衛藤　皇星

大分循環器病院 A203 吉野久美子 坂ノ市病院 A401 本田智恵美 A609 笹原　紀子

A303 取り下げ B01 高橋　　勝 E06 川辺　美里

B05 取り下げ C14 甲斐　結香 E07 宮垣　紗織

大分中村病院 A105 吉田美由紀 D11 比永　由香 E08 小野　祐以

A205 安東　拓也 佐賀関病院 A104 伊藤　剛平 E11 高倉　　元

D12 黒田　大貴 B02 原口　和之 E15 上田　祐史

大分友愛病院 D07 川本　大輔 E10 仲道　瞳和 別府湾腎泌尿器病院 A108 安部　理恵

D09 松尾　　真 佐藤第一病院 A302 有吉　利公 E16 宮内　咲子

A103 森内　祐子 C07 尾川　真紀 む 向井病院 A202 渡邊　敬樹

A503 汐月真由美 D05 藤田　咲良 A204 森松優一郎

大久保病院 A107 高村　莉奈 E12 中園　和貴 村上記念病院 A201 日高　智徳

A206 宮崎こずえ サンライズ酒井病院 E04 松木　和歩 A210 横山　直美

A404 後藤　祐樹 E13 宮津　　悠 村橋病院 A405 須賀　崇代

B13 山本　博美 す 諏訪の杜病院 D15 石川　明菜 め 明和記念病院 A406 取り下げ

か 加藤病院 D08 渡部　正樹 そ 曽根病院 A307 菅　　京介 E14 吉田　涼子

川嶌整形外科病院 A111 高木かおり た だいかく病院 A513 取り下げ り リバーサイド病院 C16 嶋津　英樹

A511 斉藤　直人 高田病院 A113 髙田　桂治 わ 和田病院 A304 吉田　雄太

A601 城山　　靖 高田中央病院 A207 嶋　千恵美 A306 中原かおる

C04 宮田　健司 A305 山末　勇人 A313 下山　直美

D13 小倉絵利子 A613 山下みゆき A402 長野由起子

E03 山口　　喬 B06 清瀬　篤史 B08 平林　克得

く 黒木記念病院 A101 川野　浩明 B16 安藤　崇伸 B10 船田　隼人

C12 田口　喜恵

大分リハビリテー
ション病院

大分三愛メディカル
センター

別府リハビリテーショ
ンセンター



大分県病院協会　理事・監事・運営委員・シンポジスト 一覧表

　※下記の方は事前参加申込は不要です。

所属会員病院 理事・監事 他 運営委員 シンポジスト

石垣病院 山本　記顯 梶川潤一郎

井野辺病院 井野邉純一 三宮　良雄

内田病院 内田　明宏 安部　順二

大分丘の上病院 帆秋　善生

大分岡病院 岡　　宗由

大分記念病院 豊田　貫雄

大分循環器病院 秋満　忠郁

大分中村病院 古原　岳雄

大分友愛病院 山本　　亨

川嶌  眞之

川嶌　眞人

帰巖会みえ病院 松尾　則義

黒木記念病院 黒木　健次 小川　英彦

佐伯中央病院 小寺　　隆

中野　広美

日野　雄介

佐藤第一病院 佐藤　仁一 小野　拓也

諏訪の杜病院 武居　光雄 藤山　恒子

曽根病院 曽根　　勝

高田中央病院 瀧上　　茂

高田病院 山下　太郎

畑病院 畑　　洋一 村井　祥二

別府リハビリテーションセンター 伊藤美津子

別府湾腎泌尿器病院 佐藤　文憲

川嶌整形外科病院

佐賀関病院 長松　宜哉 黒田　明子


