
岡山県地方部会　96名

（2021年4月1日現在）

氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

青地 克也 700-0026 岡山市北区奉還町2-1-29 青地耳鼻咽喉科 086-255-7717

赤木 成子 700-8607 岡山市北区青江2-1-1 岡山赤十字病院 086-222-8811

赤木 博文

赤木 祐介 701-1192 岡山市北区田益1711-1 岡山医療センター 086-294-9911

秋定 健 700-8505 岡山市北区中山下2-6-1 川崎医科大学総合医療センター 086-225-2111

天野 孝志 709-0804 赤磐市日古木795-1 あまの耳鼻咽喉科医院 0869-55-8191

内田 浩志 712-8567 倉敷市水島南春日町1-1 水島協同病院 086-444-3211

宇野 雅子 700-8505 岡山市北区中山下2-6-1 川崎医科大学総合医療センター 086-225-2111

宇野 芳史 701-1153 岡山市北区富原3702-4 宇野耳鼻咽喉科クリニック 086-251-2739

浦口 健介 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-223-7151

江口 元治 712-8032 倉敷市北畝7-3-7 えぐち耳鼻咽喉科 086-455-3387

遠藤 龍太郎 703-8245 岡山市中区藤原81-3 遠藤耳鼻咽喉科医院 086-273-2535

大道 卓也 704-8183 岡山市東区西大寺松崎167-8 おおみち耳鼻咽喉科医院 086-944-2033

大道 亮太郎 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-235-7307

岡 茂 702-8025 岡山市南区浦安西町21-31 岡耳鼻咽喉科医院 086-262-8552

岡野 和美 709-0632 岡山市東区南古都440-27 岡野耳鼻咽喉科医院 086-297-6811

小河原 悠哉 711-0936 倉敷市児島柳田町598-2 小河原耳鼻咽喉科 086-470-6600

奥本 香苗 712-8036 倉敷市水島西弥生町7-21 堀医院 086-444-8777

奥山 晃子 711-0937 倉敷市児島稗田町1957 おか内科耳鼻科 086-472-7780

小田　幸江 715-0019 井原市井原町582 小田病院 0866-62-1355

小野田 友男 706-0012 玉野市玉6-8-6 小野田耳鼻咽喉科医院 0863-31-6330

笠井 紀夫 701-4592 瀬戸内市邑久町虫明6539 国立療養所長島愛生園 0869-25-0321

片岡 祐子 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-235-7307

假谷 伸 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-253-7307

河合 保典 702-8055 岡山市南区築港緑町1-10-25 岡山労災病院 086-262-0131

川上 晋一郎 701-0206 岡山市南区箕島1273-6 川上耳鼻咽喉科 086-281-3939

川上 登史 701-1203 岡山市北区一宮山崎275-7 川上耳鼻咽喉科医院 086-284-8883

木﨑　久喜 704-8117 岡山市東区西大寺南2-1-7 岡村一心堂病院 086-942-9900

木下 心 706-0133 玉野市宇藤木550-35 木下耳鼻咽喉科クリニック 0863-71-5611

木村 恭子 710-0824 倉敷市白楽町556-16 木村耳鼻咽喉科医院 086-426-6060

小坂 道也 700-0925 岡山市北区大元上町1-14 小坂耳鼻咽喉科医院 086-246-1115

越宗 麻子 709-0876 岡山市東区瀬戸町光明谷218-1 こしむね瀬戸クリニック 086-952-5330

古城 靖 713-8113 倉敷市玉島八島763 古城耳鼻咽喉科医院 086-525-5125

小山 恵三 710-0833 倉敷市西中新田20-1 小山耳鼻咽喉科医院 086-421-1187

齋藤 稚里 701-0211 岡山市南区東畦146-14 さいとう耳鼻科 086-209-1200
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笹木 收 710-0803 倉敷市中島3011-11 ささき耳鼻咽喉科 086-460-3317

佐藤 幸弘 703-8235 岡山市中区原尾島1-14-9 佐藤耳鼻咽喉科医院 086-272-2619

佐藤 進一 710-8602 倉敷市美和1-1-1 倉敷中央病院 086-422-0210

眞田 友明 714-0081 笠岡市笠岡2265-2 さなだ耳鼻咽喉科医院 0942-35-3311

末廣 倫雄 700-0964 岡山市北区中仙道2-28-22 末広耳鼻咽喉科医院 086-245-1741

菅田 研一 703-8267 岡山市中区山崎68-2 耳鼻咽喉科菅田医院 086-277-5733

菅田 明美 703-8267 岡山市中区山崎68-2 耳鼻咽喉科菅田医院 086-277-5733

菅谷 明子 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-235-7307

園部 紀子 700-0064 岡山市北区大安寺南町1-3-6 そのべ耳鼻咽喉科 086-214-3311

武田 恒雄 714-0083 笠岡市二番町7-9 武田耳鼻咽喉科医院 0865-63-3387

竹本 琢司 713-8102 倉敷市玉島750-1 プライムホスピタル玉島 086-526-5511

舘 俊廣 710-0837 倉敷市沖新町2-7 ピアチェーレ1階 たち耳鼻咽喉科 086-422-3387

田中 浩喜 707-0025 美作市栄町75-1 河田医院 0868-72-0510

田中 文雄 719-1131 総社市中央3-10-105 たなか耳鼻咽喉クリニック 0866-92-9500

手島 裕之 703-8204 岡山市中区雄町308-1 てしま耳鼻咽喉科 086-208-6789

銅前 崇平 700-0086 岡山市北区津島西坂2-1-7 どうまえ耳鼻咽喉科 086-255-3387

冨永 進 710-0253 倉敷市新倉敷駅前3-120-1 新倉敷耳鼻咽喉科クリニック 086-525-1133

内藤 好宏 704-8112 岡山市東区西大寺上2-2-12 内藤医院 086-942-2808

中川 文夫 701-4276 瀬戸内市長船町服部522-1 中川耳鼻咽喉科 0869-26-8700

中島 智子 700-0936 岡山市北区富田411-1 もくれん耳鼻咽喉科 086-231-4111

中村 毅 701-1352 岡山市北区小山52-2 なかむら耳鼻咽喉科 086-287-7455

中元 雅典 710-0802 倉敷市水江1032-1 なかもと耳鼻咽喉科クリニック 086-466-7788

新津 純子 719-0243 浅口市鴨方町鴨方1645-1 にいつ耳鼻咽喉科医院 0865-45-9211

西岡 信二 709-2121 岡山市北区御津町宇垣1691-4 にしおか耳鼻咽喉科 0867-24-4433

西﨑 和則 岡山市

野山 和廉 700-8511 岡山市北区国体町2-25 岡山済生会総合病院 086-252-2211

服部 央 719-1126 総社市総社2-20-10 総社みみ・はな・のどクリニック 0866-90-3387

服部 謙志 719-1125 総社市井手1208-3 服部耳鼻咽喉科医院 0866-94-8887

馬場 雄三 702-8058 岡山市南区並木町2-13-7 ばば耳鼻咽喉科 086-902-1133

原 浩貴 701-0192 倉敷市松島577 川崎医科大学 086-462-1111

原田 保 703-8555 岡山市北区祗園866 旭川荘療育・医療センター 086-275-8555

檜垣 貴哉 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-235-7307

兵 行義 701-0192 倉敷市松島577 川崎医科大学 086-462-1111

平井 美紗都 700-8511 岡山市北区国体町2-25 岡山済生会総合病院 086-252-2211

福島 久毅 710-0834 倉敷市笹沖163-12
ふくしまクリニック耳鼻咽喉科皮膚
科

086-421-5678

福島 邦博 701-0304 都窪郡早島町早島1475-2 早島クリニック耳鼻咽喉科皮膚科 086-482-3387

福島 和久 719-3213 真庭市多田33-1 福島耳鼻咽喉科医院 0867-42-3377

福辻 賢治 708-0323 苫田郡鏡野町寺元365 鏡野町国民健康保険病院 0868-54-0011

藤 さやか 700-8607 岡山市北区青江2-1-1 岡山赤十字病院 086-222-8811
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藤田 浩志 708-0001 津山市小原25-5 藤田耳鼻咽喉科医院 0868-22-9497

藤本 政明 702-8005 岡山市中区江崎83-1 藤本耳鼻咽喉科クリニック 086-274-4133

前田 学 701-0153 岡山市北区庭瀬229-2 前田耳鼻咽喉科 086-292-8200

前田 幸英 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-253-7307

真神 康一 712-8014 倉敷市連島中央5-18-13 真神耳鼻咽喉科 086-444-6791

牧野 琢丸 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学 086-235-7307

増田 勝巳 710-0826 倉敷市老松町4-3-38 倉敷平成病院 086-427-1111

松葉 宏起 717-0013 真庭市勝山251 しんまち診療所 0867-44-1220

松原 弘 710-0055 倉敷市阿知1-16-8 松原耳鼻咽喉科医院 086-422-1014

松村 元良 700-0825 岡山市北区田町2-1-7 松村耳鼻咽喉科医院 086-232-1789

松本 幹夫 701-1464 岡山市北区下足守1902-3 松本耳鼻咽喉科医院 086-295-0733

丸中 秀格 701-1192 岡山市北区田益1711-1 岡山医療センター 086-294-9911

守屋 真示 710-0047 倉敷市大島353-32 もりや耳鼻咽喉科 086-427-8733

八木　伸也

矢田 和子 700-0804 岡山市北区中井町1-5-10 耳鼻咽喉科飯尾医院 086-223-8814

山本 英一 703-8282 岡山市中区平井4-19-15 平井耳・鼻・のどクリニック 086-277-3387

結縁 晃治 700-0914 岡山市北区大供31-18 KSB会館3階 ゆうえん医院 086-803-2567

吉井 明美 709-0827 赤磐市山陽1-4-6 吉井医院 0869-55-5515

與田 茂利 702-8027 岡山市南区芳泉2-17-23 よだクリニック 086-245-1187

頼実 哲 705-0021 備前市西片上159 頼実耳鼻咽喉科医院 0869-64-2771

渡辺 英彦 701-0115 倉敷市二子205-5 Ｍクリニック耳鼻咽喉科 086-462-8051

渡辺 徹 703-8236 岡山市中区国富4-5-17 みみ・はな・のど操山クリニック 086-271-3387
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