日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器相談医名簿
愛媛県

61名
（2021年8月1日現在）

氏名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

青井 二郎

791-0288 松山市 南梅本町 甲１６０

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

089-999-1111

青石 邦秀

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部附属病院

089-960-5366

青野 央

799-1344 西条市 円海寺 １８番３

壬生川耳鼻咽喉科

0898-76-1112

有友 宏

790-0826 松山市 文京町 １番

松山赤十字病院

089-924-1111

鵜久森 徹

790-0046 松山市 余戸西３丁目 １０−２５

うぐもり耳鼻咽喉科

089-965-1025

大内 伸介

790-0067 松山市 大手町 ２－６－５

松山市民病院

089-943-1151

岡田 昌浩

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部

089-960-5366

岡本 旅人

795-0012 大洲市 大洲 １８番地１

岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院

0893-24-3752

岡本 牧人

795-0012 大洲市 大洲 １８－１

岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院

0893-24-3752

790-0024 松山市 春日町 ８３

愛媛県立中央病院

089-947-1111

加藤 崇

794-0015 今治市 常盤町 ７－１－１０

かとう耳鼻咽喉科

0898-33-7033

門田 吉見

791-8031 松山市 北斎院町 ９２８－３

かどた耳鼻咽喉科クリニック

089-953-3317

川田 晃弘

794-0052 今治市 宮下町 １丁目１番２１号

真泉会 今治第一病院

0898-23-2000

河村 裕二

791-1101 松山市 久米窪田町 １１７０－１

河村耳鼻咽喉科クリニック

089-975-7733

木谷 伸治

791-2114 伊予郡 砥部町麻生 １－３

木谷耳鼻咽喉科

089-958-8741

蔵野 晃治

799-0422 四国中央市 中之庄町 ２８４－４

くらの耳鼻咽喉科クリニック

0896-28-8187

黒川 浩伸

790-0854 松山市 岩崎町 ２丁目６－１８

黒川耳鼻咽喉科クリニック

089-915-0007

河内 和誉

792-8586 新居浜市 北新町 １－５

新居浜十全総合病院

089-733-1818

河野 尚

791-8034 松山市 富久町 １１５－６

こうの耳鼻咽喉科

089-972-7750

小林 丈二

791-0508 西条市 丹原町 池田１０９－５

小林耳鼻咽喉科クリニック

0898-64-3387

近藤 正道

792-0016 新居浜市 港町 １－３０

近藤医院

0897-34-1180

佐々木 康

796-0003 八幡浜市 大平１番 ６３８番地

市立八幡浜総合病院

0894-22-3211

799-2113 今治市 高部甲 ５２６－１

あゆみクリニック

0898-36-5333

佐藤 英光

791-0204 東温市 志津川 １５６０－１

さとう耳鼻咽喉科クリニック

089-990-1133

眞田 朋昌

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部附属病院

089-960-5366

澤井 志保

790-0052 松山市 竹原町 １－６－１

医療法人和昌会 貞本病院

089-945-1471

篠原 孝之

793-0030 西条市 大町 ６１３番地３

弁財天耳鼻咽喉科クリニック

0897-58-5959

篠森 裕介

790-8524 松山市 文京町 １

松山赤十字病院

089-924-1111

清水 義貴

791-1102 松山市 来住町 １３９１－１

しみず耳鼻咽喉科クリニック

089-948-4414

上甲 智規

790-0024 松山市 春日町 ８３番地

愛媛県立中央病院

089-947-1111

794-0027 今治市 南大門町 ２－２－３

鈴木耳鼻咽喉科

0898-23-0532

砂山 恵子

793-0030 西条市 大町 ５２０－８

篠原内科外科耳鼻科

0897-56-3521

瀬越 昌弘

791-8084 松山市 石風呂町 １－２０

せごえ耳鼻咽喉科

089-952-3301

小川 日出夫

佐々木 裕美

鈴木 徹
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高木 恭也

799-0411 四国中央市 下柏町 ６８１－１

高木耳鼻咽喉科

0896-23-2355

高木 大樹

799-0121 四国中央市 上分町 ７８８－１

ＨＩＴＯ病院

0896-58-2222

髙木 太郎

791-0295 東温市 志津川 ４５４

愛媛大学医学部附属病院

089-964-5111

滝下 照章

790-0932 松山市 東石井 ３丁目３番８号

たきした耳鼻咽喉科

089-961-1187

竹田 一彦

798-0060 宇和島市 丸之内 １－１－５

たけだ耳鼻咽喉科医院

0895-25-1110

武田 靖志

792-8543 新居浜市 王子町 ３番１号

住友金属鉱山（株）住友別子病院

0897-37-7113

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部附属病院

089-960-5366

谷口 昌史

799-3111 伊予市 下吾川 ９０５－１

谷口耳鼻咽喉科

089-983-1433

辻田 達朗

791-0101 松山市 溝辺町 甲３８８－１

辻田耳鼻咽喉科

089-977-9060

寺岡 正人

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部

089-960-5366

西田 直哉

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学医学部附属病院

089-960-5366

792-0042 新居浜市 本郷３丁目 １－１

愛媛県立新居浜病院

0897-43-6161

791-3141 伊予郡 松前町 恵久美８１１－１

西原耳鼻咽喉科

089-985-2511

西原 信成

795-0064 大洲市 東大洲 １４０番地１

西原耳鼻咽喉科

0893-23-3366

羽藤 直人

791-0295 東温市 志津川 ４５４

愛媛大学医学部

089-960-5366

790-0925 松山市 鷹子町 ５２５－１

鷹の子病院

089-976-5551

福井 康二

791-8006 松山市 安城寺町 ５２３－１

福井耳鼻咽喉科クリニック

089-978-1055

藤原 康雄

790-0042 松山市 保免中 ３丁目８－２２

医療法人 藤原耳鼻咽喉科

089-971-3341

本多 伸光

790-0024 松山市 春日町 ８３

愛媛県立中央病院

089-947-1111

松本 康

790-0911 松山市 桑原 １丁目４－４８

松本耳鼻咽喉科医院

089-947-8887

丸山 純

799-2654 松山市 内宮町 ５４３－１

医療法人丸山耳鼻咽喉科・皮フ科

089-960-4111

三谷 壮平

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学

089-960-5366

宮本 佳人

792-8586 新居浜市 北新町 １－５

十全総合病院

0897-33-1818

村嶋 克之

794-0041 今治市 松本町 １－７－１４

（医）ムラシマ耳鼻咽喉科

0898-22-5563

矢形 礼貴

792-0866 新居浜市 宇高町 ２－１－４７

やかた耳鼻科クリニック

0897-33-4187

山形 和彦

791-8076 松山市 会津町 １１－２３

山形耳鼻咽喉科

089-952-6333

山田 啓之

791-0295 東温市 志津川

愛媛大学附属病院

089-960-5366

798-8510 宇和島市 御殿町 １－１

市立宇和島病院

0895-25-1111

田中 加緒里

西原 江里子
西原 淳

兵頭 純

吉田 正
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