日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医名簿
広島県地方部会106名
（平成28年5月18日現在）
氏

名

青木 正則
赤尾 ゆかり

郵便番号

731-5127

所在地

施設名

広島市佐伯区五日市4-4-27 ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞ
青木耳鼻咽喉科クリニック
ﾙ21 2F

電話番号

082-923-0445

738-0034 廿日市市宮内728-1

小田耳鼻咽喉科医院

0829-39-7733

天野 吉晴

725-0026 竹原市中央3-3-1

天野耳鼻咽喉科医院

0846-22-0882

綾田 展明

730-8518 広島市中区基町7-33

広島市立広島市民病院

082-221-2291

石井 秀将

722-8508 尾道市平原1丁目10-23

JA尾道総合病院

0848-22-8111

石田 玲子

734-0036 広島市南区旭町2-4-28

石田耳鼻咽喉科

082-251-8018

石野 岳志

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

井口 郁雄

730-8518 広島市中区基町7-33

広島市立広島市民病院

082-221-2291

井口 哲彦

729-2316 竹原市忠海中町2-1-40

井口耳鼻咽喉科眼科医院

0846-26-0700

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

岩田 和宏

720-2124 福山市神辺町川南1120

いわた耳鼻咽喉科クリニック

084-963-8733

上田

勉

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

上田 敏之

737-0141 呉市広大新開1-2-4

上田耳鼻咽喉科医院

0823-71-0126

宇髙

720-0825 福山市沖野上町3-4-13

（医）徹慈会 堀病院

084-926-3387

720-0812 福山市霞町2-2-3

（医）敬友会卜部耳鼻咽喉科

084-923-3287

江草 憲太郎

730-8518 広島市中区基町7-33

広島市立広島市民病院

082-221-2291

大岡 英太郎

722-2324 尾道市因島田熊町5437-35

大岡耳鼻咽喉科医院

0845-22-6678

大久保 剛

739-0041 東広島市西条町寺家513

国立病院機構東広島医療センター

0824-23-2176

大屋 耕子

736-0024

おおや耳鼻咽喉科

082-821-3387

岡田 明子

734-0024 広島市南区仁保新町2丁目5-32

にほ耳鼻咽喉科アレルギー科

082-890-8088

岡東 周一郎

733-0022 広島市西区天満町7-3

岡東耳鼻咽喉科医院

082-232-5514

岡本 よし恵

730-8655 広島市中区中島町3-30

土谷総合病院

082-243-9191

小川 知幸

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

小田 道夫

738-0034 廿日市市宮内728-1

小田耳鼻咽喉科医院

0829-39-7733

小野 邦彦

736-0083 広島市安芸区矢野東4丁目1-6

（医）小野耳鼻咽喉科

082-888-2113

小野 淳二

726-0012 府中市中須町8-1

小野耳鼻咽喉科医院

0847-52-7170

柿

732-0811 広島市南区段原1-3-11

啓愛クリニック 耳鼻咽喉科

082-262-8077

金林 秀則

730-0051 広島市中区大手町4-1-1

金林耳鼻咽喉科

082-241-8930

兼見 良典

733-0873

井門 謙太郎

毅

卜部 吉博

音高

川口 和幸

安芸郡海田町西浜4-22-4サンフラ
ワークリニックビル

広島市西区古江新町13-36藤和ハイ
明海耳鼻咽喉科医院
タウン古江1F
広島市中区八丁堀1-12マスキ八丁堀
730-0013
川口耳鼻咽喉科クリニック
ビル7階

082-274-6262
082-222-2320

川真田 智子

733-0024 広島市西区福島町1丁目24-7

福島生協病院

082-292-3171

木原 泰幸

732-0009 広島市東区戸坂千足1-4-20

木原耳鼻咽喉科医院

082-220-3387

木村 信次

723-0051 三原市宮浦6丁目3-28

木村耳鼻咽喉科・アレルギー科

0848-63-1133

木村 隆広

737-0193 呉市広多賀谷1-5-1

中国労災病院

0823-72-7171

日下 和彦

737-0805 呉市東片山町10-18

日下耳鼻咽喉科医院

0823-21-0128
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氏

國本

名

優

郵便番号

731-3161

所在地

施設名

広島市安佐南区沼田町伴中大原
5769-7

電話番号

耳鼻咽喉科くにもと医院

082-811-8133

酒井耳鼻咽喉科皮膚科医院

082-855ｰ2629

貞岡耳鼻咽喉科クリニック

082-225-3387

酒井 利忠

731-4213 安芸郡熊野町萩原2-2-8

貞岡 達也

730-0011

佐藤 克至

720-0042 福山市御船町1-11-11

（医）佐藤耳鼻咽喉科医院

084-921-1678

佐藤 修治

732-0062 広島市東区牛田早稲田1-3-26

(医)優喜会耳鼻咽喉科佐藤クリニック

082-211-1433

白根

735-0008 安芸郡府中町鶴江1-25-20

白根耳鼻咽喉科

082-510-3322

杉本 一郎

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

杉本 嘉朗

730-0042 広島市中区国泰寺町2-4-2

（医）杉本クリニック

082-241-4187

隅田 伸二

733-0812 広島市西区己斐本町3丁目1-3

隅田耳鼻咽喉科医院

082-272-5252

髙木 敏男

731-1533 山県郡北広島町有田1192

千代田中央病院

0826-72-6111

髙橋 宏幸

737-8505 呉市西中央2-3-28

呉共済病院

0823-22-2111

高本 宗男

738-8503 廿日市市地御前１-3-3

JA広島総合病院

0829-36-3111

滝口

730-0036 広島市中区袋町4-3

滝口耳鼻咽喉科

082-247-2062

武内 成治

739-1742 広島市安佐北区亀崎1-2-4

高陽耳鼻咽喉科

082-841-6687

竹内

721-0907 福山市春日町7丁目14-26

竹内耳鼻咽喉科

084-940-4666

竹野 幸夫

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

多田

734-0023 広島市南区東雲本町2-13-30

多田耳鼻咽喉科クリニック

082-890-3833

立川 隆治

737-0023 呉市青山町3-1

国立病院機構呉医療センター

0823-22-3111

伊達 知仁

731-4314 安芸郡坂町坂西1-16-35

だて耳鼻咽喉科クリニック

082-884-4133

田中 康政

733-0861 広島市西区草津東1-8-33

田中耳鼻咽喉科

082-271-3839

谷光 徳晃

730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島赤十字・原爆病院

082-241-3111

田村 千春

731-5115

長

738-8503 廿日市市地御前１-3-3

JA広島総合病院

0829-36-3111

中 希久子

721-8511 福山市蔵王町5-23-1

福山市民病院

0849-41-5151

中尾 芳雄

731-0501 安芸高田市吉田町吉田3666

JA吉田総合病院

0826-42-0636

永澤

昌

728-8502 三次市東酒屋町531

市立三次中央病院

0824-65-0101

永澤

容

723-0017 三原市港町1-6-9第2講崎ビル2F

（医）永沢耳鼻咽喉科

0848-62-4860

長嶺 尚代

734-8530 広島市南区宇品神田1-5-54

県立広島病院

082-254-1818

二階堂 真史

733-0002 広島市西区楠木町4-16-18

二階堂耳鼻咽喉科

082-237-2123

737-0023 呉市青山町3-1

国立病院機構呉医療センター

0823-22-3111

731-0144 広島市安佐南区高取北１-4-25-203

にしだ耳鼻咽喉科医院

082-872-8733

731-0221 広島市安佐北区可部3-38-18

野田耳鼻咽喉科医院

082-815ｰ8733

野田 礼彰

730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島赤十字・原爆病院

082-241-3111

野田 益弘

731-0221 広島市安佐北区可部3-38-18

野田耳鼻咽喉科医院

082-815-8733

浜井 行夫

734-0036 広島市南区旭2-4-28

石田耳鼻咽喉科

082-251-8018

浜村 宣宏

732-0045 広島市東区曙1-8-9KMﾋﾞﾙ

浜村耳鼻咽喉科

東川 俊彦

720-0805 福山市御門町3丁目2-8

（医）光風会東川耳鼻咽喉科医院

西
西田

誠

峻

亘

渉

陽子

康行
功

野田 千枝子

広島市中区基町6-27広島センタービ
ル8階

広島市佐伯区八幡東2-28-5グランス
たむら耳鼻咽喉科
テージ竹内101
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082-927-8711

082-568-7101
084-923-3333

氏

名

日高 裕士

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

722-2211 尾道市因島中庄町1962

因島医師会病院

0845-24-1210

平川 勝洋

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

平川 治男

730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島赤十字・原爆病院

082-241-3111

平木 真滋

729-0111 福山市今津町4-1-20

平木耳鼻咽喉科医院

084-934-2798

平木 信明

720-0825

平田 賢三

721-0952 福山市曙町5-21-50

平田

738-0012

思

福山市東手城町1丁目3番11号 東手 （医）徹慈会 耳鼻咽喉科 東手城医
城ヘルスケアモール内
院
廿日市市天神12-7ｸﾚｱｰﾚｳﾞｪﾝﾄ天神
ビル2F

084-983-3341

平田耳鼻咽喉科医院

084-953-3387

ひらた耳鼻咽喉科アレルギー科

0829-34-3828

福入 隆史

735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15

マツダ病院

082-565-5035

福島

720-8520 福山市沖野上町4-14-17

国立病院機構福山医療センター

084-922-0001

福島 典之

734-8530 広島市南区宇品神田1-5-54

県立広島病院

082-254-1818

福増 一郎

730-8518 広島市中区基町7-33

広島市立広島市民病院

082-221-2291

藤原 裕美

739-2616 東広島市黒瀬町兼広140-1

むぎ耳鼻咽喉科

0823-83-3387

堀内 譲治

720-0067 福山市西町2-5-6

西町クリニック耳鼻咽喉科

084-927-3322

益田

734-8530 広島市南区宇品神田1-5-54

県立広島病院

082-254-1818

まつおか耳鼻咽喉科

084-968-4187

慶

慎

福山市水呑町4446番地水呑三新田
74-2-1-2

松岡

弘

720-0832

松本

秀

723-8686 三原市皆実3丁目3番28号

興生総合病院

0848-63-5500

三木 正己

720-0053 福山市大黒町2-7

（医）三木耳鼻咽喉科医院

084-922-5533

水野 一志

738-0033 廿日市市串戸4丁目14-14-2F

みずの耳鼻咽喉科

0829-34-3110

皆木 正人

730-8518 広島市中区基町7-33

広島市立広島市民病院

082-221-2291

宮國 泰明

730-0847

三宅 伸之

広島市中区舟入南4-5-3舟入フラッツ
宮国耳鼻咽喉科クリニック
ビル１F

082-292-3800

731-5133 広島市佐伯区旭園2-17

みやけ耳鼻咽喉科アレルギー科

082-573-6667

宮里 麻鈴

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学大学院

082-257-5252

宮野 良隆

729-0141 尾道市高須町5737

みやの耳鼻咽喉科

0848-47-3387

宮脇 修二

733-0011 広島市西区横川町3-10-19

宮脇耳鼻咽喉科医院

082-231-3194

宮脇 浩紀

739-0011 東広島市西条本町12-2-2F

みやわき耳鼻咽喉科クリニック

082-421-8741

明海 国賢

733-0873

明海耳鼻咽喉科医院

082-274-6262

村上

739-0615 大竹市元町1-11-2

（医）村上クリニック

0827-52-1133

博

広島市西区古江新町13-36藤和ハイ
タウン古江1Ｆ

森

直樹

731-0293 広島市安佐北区可部南2-1-1

広島市立安佐市民病院

082-815-5211

森

良樹

731-0113 広島市安佐南区西原４丁目11-21

森耳鼻咽喉科医院

082-874-1731

730-0016 広島市中区幟町7-14

守屋耳鼻咽喉科診療所

082-227-1932

薮田 良三

733-0843 広島市西区井口鈴が台3-5-20

薮田耳鼻咽喉科医院

082-277-6463

山下 真理子

739-1734 広島市安佐北区口田1-15-10

山下医院

082-843-1011

米田 孝明

720-1132 福山市駅家町大字倉光156-1

米田耳鼻咽喉科

084-970-1030

渡部 直樹

737-0051 呉市中央2-5-33

渡部耳鼻咽喉科医院

0823-24-8733

守屋

隆
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