
Ｎｏ． 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考

396 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

397 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

398 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

399 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

400 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

401 准看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

402 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

403 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

404 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

405 看護師 常勤 専従 週３２時間００分

406 看護師 常勤 専従 週３８時間４５分

407 医療社会事業専門員 常勤 専従 週３８時間４５分

408 医療社会事業専門員 常勤 専従 週３８時間４５分

409 医療社会事業専門員 常勤 専従 週３８時間４５分

410 医療社会事業専門員 常勤 専従 週３８時間４５分

411 医療社会事業専門員 常勤 専従 週３８時間４５分

412 医師 期間職員 専従 週３５時間００分

413 医師 期間職員 専従 週３５時間００分

414 医師 非常勤 専従 週２３時間１５分

415 歯科医師 非常勤 非専従 週２２時間００分

416 歯科医師 非常勤 非専従 週７時間４５分

417 歯科医師 非常勤 専従 週３２時間００分

418 歯科医師 非常勤 専従 週３２時間００分

419 歯科医師 非常勤 専従 週３２時間００分

420 歯科医師 非常勤 専従 週３２時間００分

421 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

422 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

423 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

424 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

425 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

426 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

427 助産師 非常勤 専従 週３２時間００分

428 助産師 非常勤 専従 週３２時間００分



Ｎｏ． 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考

429 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

430 助産師 非常勤 専従 週３２時間００分

431 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

432 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

433 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

434 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

435 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

436 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

437 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

438 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

439 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

440 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

441 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

442 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

443 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

444 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

445 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

446 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

447 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

448 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

449 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

450 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

451 看護師 非常勤 専従 週３２時間００分

452 医療社会事業専門員 非常勤 専従 週３２時間００分

453 視能訓練士 非常勤 非専従 週９時間００分
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1 長谷川　親太郎 医師 泌尿器科 院長 39

2 医師 外科 副院長 33

3 医師 脳神経外科 統括診療部長 31

4 医師 循環器内科 臨床研究部長 34

5 医師 麻酔科 診療管理部長 36

6 医師 泌尿器科 外来診療部長 25

7 医師 消化器内科 病棟診療部長 26 教育研修部長

8 医師 整形外科 整形外科部長 29

9 医師 病理診断科 病理診断科医長 34

10 医師 産婦人科 産婦人科医長 33

11 医師 救急科 救急部長 35

12 歯科医師 歯科口腔外科 歯科口腔外科部長 32

13 医師 小児科 (アレルギー科) 小児科部長 25

14 医師 循環器内科 循環器内科医長 20

15 医師 外科 外科部長 26

16 医師 皮膚科 皮膚科医長 24

17 医師 眼科 眼科医長 23

18 医師 内科 内科医長 17 教育研修室長

19 医師 脳神経外科 脳神経外科部長 21

20 医師 消化器内科 消化器内科医長 20

21 医師 小児科 小児科医長 19

22 医師 消化器内科 消化器内科医長 19

23 医師 泌尿器科 泌尿器科医長 20

24 医師 麻酔科 麻酔科医長 17

25 医師 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科医長 14

26 歯科医師 歯科口腔外科(麻) 歯科麻酔科医長 28

27 医師 外科 外科医長 24

28 歯科医師 歯科口腔外科 歯科口腔外科医長 18

29 医師 外科 外科医長 17

30 医師 整形外科 リハビリテーション科医長 15

31 医師 内科 内科医師 15

32 医師 小児科 小児科医師 13

33 医師 循環器内科 循環器内科医師 15

34 医師 放射線科 放射線科医長 15

35 医師 放射線科 放射線科医長 14
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36 医師 内科 内科医師 14

37 歯科医師 歯科口腔外科 歯科口腔外科医師 14

38 医師 整形外科 整形外科医師 14

39 医師 放射線科 放射線科医師 14

40 医師 消化器内科 消化器内科医師 13

41 医師 消化器内科 消化器内科医師 14

42 医師 内科 内科医師 11

43 医師 外科 外科医師 12

44 医師 内科 内科医師 10

45 医師 麻酔科 麻酔科医師 10

46 医師 外科 外科医師 10

47 医師 脳神経外科 脳神経外科医師 11

48 歯科医師 歯科口腔外科 歯科口腔外科医師 9

49 医師 内科 内科医師 9

50 医師 循環器内科 循環器内科医師 9

51 医師 外科 外科医師 8

52 医師 皮膚科 皮膚科医師 7

53 医師 内科 内科医師 6

54 医師 整形外科 整形外科医師 6

55 医師 整形外科 整形外科医師 6

56 医師 内科 内科医師 6

57 医師 小児科 小児科医師 5

58 医師 内科 内科医師 5

59 医師 整形外科 整形外科医師 4

60 医師 脳神経外科 脳神経外科医師 4

61 医師 泌尿器科 泌尿器科医師 4

62 医師 内科 内科医師 4

63 医師 内科 内科医師 4

64 医師 内科 内科医師 4

65 医師 内科 内科医師 3

66 医師 内科 内科医師 3




















