
緩和ケア研修会修了者 （2023.1.1現在）

NO 診療科等 氏名 NO 診療科等 氏名

1 院長 小西　靖彦 31 脳神経内科 谷口　智彦

2 副院長兼院長特別補佐 吉村　耕治 32 放射線科 栗山　健吾

3 副院長 大場　範行 33 放射線科 大栗　実彦

4 副院長 白井　敏博 34 放射線科 今泉　瑛

5 移行医療部 髙木　明 35 放射線科 陳　喆

6 検査部 島田　俊夫 36 放射線科 田野　奈菜子

7 緩和医療科 岸本　寛史 37 放射線科 長田　紀晃

8 緩和医療科 矢崎　敏之 38 放射線科 堀江　卓土

9 呼吸器外科 広瀬　正秀 39 麻酔科 横山　順一郎

10 呼吸器外科 太田　伸一郎 40 麻酔科 柳田(江良)　京子

11 呼吸器外科 小柳津　毅 41 麻酔科 髙良　麻紀子

12 呼吸器外科 門磨　聖子 42 麻酔科 伊藤　雅人

13 呼吸器外科 伊藤　貴保 43 麻酔科 曲　德泰

14 集中治療科 太田　啓介 44 麻酔科 石岡　千昂

15 集中治療科 中安　ひとみ 45 麻酔科 仲地　翔

16 整形外科 松岡　秀明 46 リハビリテーション科 平出　展也

17 整形外科 佐野　禎一 47 リハビリテーション科 杉田　亮

18 整形外科 赤坂　駿介 48 眼科 田村　結希乃

19 整形外科 石橋　聖之 49 眼科 田平　剛士

20 整形外科 渥美　爽太朗 50 救急科 牧　信行

21 整形外科 大山　活実 51 救急科 原田　高根

22 整形外科 陳　勁溪 52 救命救急科 成田　知大

23 脳神経外科 佐藤　宰 53 救命救急科 春田　浩一

24 脳神経外科 川那辺　吉文 54 救命救急科 鈴木　美麗

25 脳神経外科 新井　大輔 55 形成外科 山本　裕介

26 脳神経外科 宮腰　明典 56 形成外科 北辻　まき

27 脳神経外科 山下　智之 57 形成外科 後藤　大十

28 脳神経外科 武内　就 58 血液内科 野吾　和宏

29 脳神経内科 吉田　英史 59 血液内科 篠原　正信

30 脳神経内科 田中　宏明 60 血液内科 齋藤　優

NO 診療科等 氏名 NO 診療科等 氏名

61 血液内科 白岩　良太 91 歯科口腔外科 武井　新吾

62 血液内科 芹澤　周 92 歯科口腔外科 松田　紗由美

63 血液内科 永田　守 93 歯科口腔外科 中村　有宏

64 呼吸器内科 朝田　和博 94 腫瘍内科 多久　佳成

65 呼吸器内科 森田　悟 95 腫瘍内科 山中　康弘

66 呼吸器内科 山本　輝人 96 循環器内科 吉田　裕

67 呼吸器内科 赤松　泰介 97 循環器内科 髙橋　孝太朗

68 呼吸器内科 三枝　美香 98 循環器内科 島村　清貴

69 呼吸器内科 櫻井　章吾 99 循環器内科 永井　大貴

70 呼吸器内科 岸本　祐太郎 100 循環器内科 四ノ宮　健太

71 呼吸器内科 増田　寿寛 101 消化器外科 川村　崇文

72 呼吸器内科 髙橋　進悟 102 消化器外科 田村　峻介

73 呼吸器内科 大川　航平 103 消化器外科 櫻庭　駿介

74 呼吸器内科 柴田　立雨 104 消化器外科 中村　和正

75 呼吸器内科 白鳥　晃太郎 105 消化器外科 髙橋　龍玄

76 呼吸器内科 杉山　周一 106 消化器外科 藤田　哲嗣

77 呼吸器内科 藤田　侑美 107 消化器外科 坂東　裕

78 産婦人科 小阪　謙三 108 消化器外科 西脇　大貴

79 産婦人科 谷　洋彦 109 消化器外科 粂田　瞳子

80 産婦人科 浮田　真沙世 110 消化器外科 渡邉　昌也

81 産婦人科 敖　礼 111 消化器外科 佐藤　真輔

82 産婦人科 辻　満 112 消化器外科 西田　正人

83 産婦人科 髙橋　小百合 113 消化器外科 瀧　雄介

84 産婦人科 吉田　貴光 114 消化器外科 永井　恵里奈

85 産婦人科 村越　まどか 115 消化器外科 東園　和哉

86 産婦人科 喜多　眞梨子 116 消化器外科 大端　考

87 産婦人科 戸田　愛理 117 消化器外科 間　浩之

88 産婦人科 稲山　嘉英 118 消化器外科 大島　健志

89 歯科口腔外科 足立　守安 119 消化器外科 小井土　耕平

90 歯科口腔外科 福田　幸太 120 消化器外科 金本　秀行

NO 診療科等 氏名 NO 診療科等 氏名

121 消化器外科 高木　哲彦 151 糖尿病内科 齋藤　洸平

122 消化器外科 德田　智史 152 糖尿病内科 早房　良

123 消化器内科 大野　和也 153 糖尿病内科 澤部　史一

124 消化器内科 黒上　貴史 154 頭頸部･耳鼻いんこう科 木谷　芳晴

125 消化器内科 川口　真矢 155 頭頸部･耳鼻いんこう科 鳥居　紘子

126 消化器内科 白根　尚文 156 頭頸部･耳鼻いんこう科 松原　彩

127 消化器内科 遠藤　伸也 157 頭頸部･耳鼻いんこう科 金沢　佑治

128 消化器内科 寺田　修三 158 頭頸部･耳鼻いんこう科 倉田　馨介

129 消化器内科 川合　麻実 159 頭頸部･耳鼻いんこう科 服部　矩繁

130 消化器内科 板井　良輔 160 頭頸部･耳鼻いんこう科 児玉　汐梨

131 消化器内科 松田　昌範 161 乳腺外科 常泉　道子

132 消化器内科 増井　雄一 162 乳腺外科 速水　亮介

133 消化器内科 佐藤　辰宣 163 乳腺外科 松沼　亮一

134 消化器内科 浅原　和久 164 乳腺外科 山口　慧



緩和ケア研修会修了者 （2023.1.1現在）

NO 診療科等 氏名 NO 診療科等 氏名

135 消化器内科 池田　慎也 165 泌尿器科 今村　正明

136 消化器内科 平田　太陽 166 泌尿器科 白石　裕介

137 消化器内科 加島　弘崇 167 泌尿器科 上田　政克

138 消化器内科 石黒　友也 168 泌尿器科 熊谷　昌俊

139 消化器内科 武田　昌大 169 泌尿器科 中村　千晶

140 消化器内科 稲川　敦子 170 泌尿器科 清塚　憲太郎

141 消化器内科 引地　智基 171 泌尿器科 山崎　真実

142 消化器内科 吉川　俊之 172 泌尿器科 仲島　義治

143 心臓血管外科 下村　俊太郎 173 皮膚科 八木　宏明

144 心臓血管外科 木村　崇暢 174 皮膚科 佐野　悠子

145 心臓血管外科 中村　剛 175 皮膚科 増田　百合香

146 腎臓内科 大川　高生 176 皮膚科 伊村　紀慧

147 腎臓内科 藤原　佑一 177 小児科 水谷　祐喜子

148 腎臓内科 上田　知未 178 病理診断科 村上　明紀

149 精神科 松本　晃明 179 教育研修部 齋藤　玄徳

150 糖尿病内科 姜　知佳 180 教育研修部 鈴木　亮介

NO 診療科等 氏名 NO 診療科等 氏名

181 教育研修部 林　明澄 211 教育研修部 広瀬　奈緒子

182 教育研修部 合原　遥 212 教育研修部 後藤　広樹

183 教育研修部 大槻　真也 213 教育研修部 古川　浩大

184 教育研修部 坂口　航輝 214 教育研修部 吉田　朱里

185 教育研修部 佐藤　佑樹 215 教育研修部 伊吹　萌文子

186 教育研修部 中西　和昌

187 教育研修部 西田　安里

188 教育研修部 田中　秀興

189 教育研修部 藤田　晃輔

190 教育研修部 酒匂　大揮

191 教育研修部 川井　智代

192 教育研修部 深澤　詠美

193 教育研修部 山内　健志朗

194 教育研修部 坂野　利樹

195 教育研修部 五十嵐　洸

196 教育研修部 見目　和範

197 教育研修部 岩田　寛志

198 教育研修部 近藤　慎一郎

199 教育研修部 冨田　大樹

200 教育研修部 矢崎　想来

201 教育研修部 土屋　一也

202 教育研修部 田保　友輔

203 教育研修部 田辺　直人

204 教育研修部 大井　美奈

205 教育研修部 仁科　晶弘

206 教育研修部 小圷　ひなの

207 教育研修部 小野　カナン

208 教育研修部 重永　賢吾

209 教育研修部 獅子原　秀輔

210 教育研修部 佐藤　大樹


