
岡山県

腎臓専門医氏名 所属施設 所属科 郵便番号 住所       

 堀家 英之 津山中央記念病院 腎臓内科          津山市二階町                          

 瀧上 慶一 津山中央病院 腎臓内科          津山市川崎                            

 辻  憲二 津山中央病院 腎臓内科          津山市川崎                            

 味埜 泰明 落合病院 腎臓内科          真庭市落合垂水                           

 八田 秀一    記念病院 内科          勝田郡勝央町黒土                          

 藤本 壮八    記念病院 内科          勝田郡勝央町黒土                          

 三村 元圀 三村医院 内科          津山市北園町                            

 米田 昌道 米田内科医院 内科          真庭市勝山                          

 木田 恵子 木田医院 内科          美作市中山                              

  市川 晴夫 医療法人晴寿会海岸通      内科         玉野市宇野                               

  小川   子 医療法人金光病院 内科         浅口市金光町占見新田                           

  森下 尚子 森下病院 内科         総社市駅前                             

  中村 明彦          内科         瀬戸内市長船町土師                             

  片山 江里子 医療法人明芳会佐藤病院 内科         岡山市南区築港栄町                            

  草野 功 医療法人福島内科医院 内科         岡山市北区清心町                            

  小野 博通             小児科         岡山市北区下中野                              

  小林 純 医療法人小林     内科         岡山市中区倉田                              

  長宅 芳男 医療法人清陽会        内科         岡山市中区中井                             

  槇野 博史 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  杉山 斉 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  前島 洋平 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  喜多村 真治 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  内田 治仁 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  菊本 陽子 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  森永 裕士 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  田邊 克幸 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              



  北川 正史 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  中司 敦子 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  和田 淳 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  井上 達之 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  梅林 亮子 岡山大学病院 腎臓 糖尿病 内分泌内科          岡山市北区鹿田町                              

  塚原 宏一 岡山大学病院 小児医科学          岡山市北区鹿田町                              

  太田 康介 国立病院機構岡山医療    腎臓内科          岡山市北区田益                               

  中山 和典 国立病院機構岡山医療    腎臓内科          岡山市北区田益                               

  清水 順也 国立病院機構岡山医療    小児科          岡山市北区田益                               

  平松 信 岡山済生会総合病院 腎臓内科          岡山市北区伊福町                                

  丸山 啓輔 岡山済生会総合病院 腎臓内科          岡山市北区伊福町                                

  中尾 一志 岡山済生会総合病院 腎臓内科          岡山市北区伊福町                                

  遠部 恒人 岡山済生会総合病院 腎臓内科          岡山市北区伊福町                                

  池田 修二 岡山済生会総合病院 腎臓内科          岡山市北区伊福町                                

  道上 智子 特定医療法人社団 同仁会 金光病院 内科         浅口市金光町占見新田                           

  森岡 茂 岡山中央奉還町病院 内科         岡山市北区奉還町 丁目                             

  谷合 一陽 畝木医院 内科          岡山市北区平和町                           

  福田 順子 岡山紀念病院 内科          岡山市北区清輝本町                            

  角南 玲子 岡山紀念病院 内科          岡山市北区清輝本町                            

  大城 義之 川崎医科大学附属川崎病院 腎臓内科          岡山市北区中山下                               

  田中 久貴 川崎医科大学附属川崎病院 総合内科学          岡山市北区中山下                               

  瀧 正史 重井医学研究所附属病院 小児科          岡山市南区山田                            

  福島 正樹 重井医学研究所附属病院 内科          岡山市南区山田                            

  真 眞 鍋 康二 重井医学研究所附属病院 内科          岡山市南区山田                            

  大森  一慶 重井医学研究所附属病院 内科          岡山市南区山田                            

  進藤 亨 南方     内科          岡山市北区南方                               

  小林 完治 小林内科診療所 内科          岡山市北区青江                             

  氏家   代 小林内科診療所 内科          岡山市北区青江                             

  原口 総一郎 医療法人社団操仁会岡山第一病院 内科         岡山市中区高屋                           



  栄本 忠俊 医療法人城東          内科         岡山市中区長利                             

  柏原 直樹 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  佐 木 環 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  駒井 則夫 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  佐藤 稔 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  堀家 英之 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  浪越 為八 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  春名 克祐 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  藤本 壮八 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  桑原 篤憲 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  依光 大祐 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  庵谷 千恵子 川崎医科大学附属病院 腎臓 高血圧内科学          倉敷市松島                            

  浅野 健一郎 倉敷中央病院 腎臓内科          倉敷市美和                             

  島田 典明 倉敷中央病院 腎臓内科          倉敷市美和                             

  木野村 賢 倉敷中央病院 腎臓内科          倉敷市美和                             

  綾 邦彦 倉敷中央病院 小児科          倉敷市美和                             

  有元 克彦    病院 腎臓内科          倉敷市幸町                             

  丹田 信也    病院 腎臓内科          倉敷市幸町                             

  松原 龍也    病院 腎臓内科          倉敷市幸町                             

  川井 伸一郎 川井     内科          倉敷市二子                              

  吉永 泰彦 一般財団法人倉敷成人病    内科         倉敷市白楽町                           

  松岡 泰子 一般財団法人倉敷成人病    内科         倉敷市白楽町                           

  吉田 総一郎 医療法人吉田内科     内科         倉敷市新田                            

  間木 啓史郎 医療法人和楽会      診療所 内科         倉敷市串田   番地                         

  清水 順子 倉敷医療生活協同組合玉島協同病院 内科         岡山県倉敷市玉島柏島                            


