
令和４年１0月1日　現在

総合科 楡井　和重 稲垣　善則 髙山　忠輝

内科学 河田　州

呼吸器内科 伊藤　玲子 井戸田　泰典 大木　隆史 神津　悠 権　寧博 清水　哲男

釋　文雄 神野　優介 佐久間　麻衣 田中　良磨 津谷　恒太 中川　喜子

中川　敬志 中山　龍太 西澤　司 林　健太郎 引地　麻梨 日鼻　涼

平沼　久人 福田　麻佐美 丸岡　秀一郎 山田　志保 古庄　菜穂 鹿野　壮太郎

尾添　良輔 横田　峻 宮本　一平 平田　明史

血液・膠原病内科 伊藤　駿 入山　規良 遠藤　聖英 栗原　一也 中川　優 八田　善弘

濱田　高志 三浦　勝浩 小池　隆 忽滑谷　寛直 髙橋　宏通

消化器・肝臓内科 有間　修平 神田　達郎 樋口　晃久 藤澤　真理子 岡田　侑大 石井　大雄

國吉　宜行 木暮　宏史 小川　眞広 齋藤　圭 小椋　加奈子 松本　卓大

糖尿病代謝内科 三枝　太郎 田久保　正洋 中山　香桜里 小林　厚志 西岡　秀典 西山　茉以

脳神経内科 幸田　挙征 田﨑　健太 横田　優樹 丸山　喬之 芝口　碧 二宮　智子

名取　直俊

精神神経科 大嵜　公一 奥山　早希 小澤　俊博 金森　正 金子　宜之 河江　亮臣

菊田　もなみ 北村　昌之 久保　英之 小宮　志の 佐川　倫啓 治部　智樹

鈴木　貴浩 鈴木　正泰 髙橋　諒 永井　康 長岡　和磨 中島　英

中島　翔吾 藤井　伸邦 不破　真衣 宮本　武 村田　沙樹子 木附　隼

山田　幸樹 横瀬　宏美 塩野谷　直人 金井　孝平 斎藤　かおり 趙　純玉

植村　哲也 上村　宗平 小嶋　悠太

小児科 植野　優 大熊　啓嗣 金澤　剛二 谷ヶ﨑　博 平井　麻衣子 下澤　克宜

皮膚科 朝倉　茉由 伊﨑　聡志 長岡　麻美 西盛　信幸 村田　美和 川名　博德

尾﨑　雅史 井汲　菜摘 梅村　啓史 伊東　真奈

消化器外科 青木　優 阿部　勇人 荒牧　修 石倉　智枝里 稲垣　周 岡村　行泰

加納　久雄 河合　隆治 黒川　友晴 東風　貢 須田　満男 寺本　賢一

中山　壽之 保坂　敦子 望月　晋 山崎　慎太郎 吉田　直 渡部　愛

吉田　直樹 村井　海輝 豊中　亮介

心臓血管外科 北住　善樹

呼吸器外科 河内　利賢 榊原　昌 坂田　省三 櫻井　裕幸 四万村　三惠 林　宗平

佐藤　大輔 鈴木　淳也

小児外科 上原　秀一郎 小野　賀功 金田　英秀 越永　従道 後藤　俊平 菅原　大樹

土方　浩平 星　玲奈 山岡　敏 九鬼　直人 上瀧　悠介 細川　崇

傳田　侑也 生田　稜 洞口　俊 藤田　衣里 加藤　廉

乳腺内分泌外科 渡邉　美帆 松本　京子 後藤　洋伯 福本　咲月 谷村　薫 上田　彩華

脳神経外科 五十嵐　崇浩 小澤　祥成 笹野　まり 四條　克倫 角　光一郎 西出　拓馬

西原　琢人 花島　裕也 吉野　篤緒 吉田　礼於那 谷澤　元気 山室　俊

武地　蒼太 筧　雄三

がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了者氏名

医師・歯科医師



泌尿器科 大日方　大亮 高橋　悟 中原　健 橋本　翔 藤田　昴宏 持田　淳一

山口　健哉 吉澤　剛 明城　悠 上原　璃央

耳鼻咽喉科 浅井　僚平 大島　猛史 岸　博行 黄田　忠義 木村　優介 河野　航

新藤　秀史 鈴木　佳奈 仲田　杏子 永田　善之 中村　一博 西山　秀徳

野村　泰之 原　将太 原田　英誉 三浦　怜央 見澤　大輔 森田　優登

吉田　まりん 山本　浩之 正田　悠太 大木　洋佑 河江　千尋 柴﨑　知生

山田　裕太郎

眼科 高瀨　公陽 野口　綾華 大野　皓 佐藤　美妃 五十嵐　あみ

放射線治療科 相澤　拓也 石橋　直也 坂口　雅州 前林　俊也

放射線診断科 佐藤　赤彦 内山　裕絵 田中　生恵 首藤　直大

臨床検査医学科 飯塚　和秀 梅村　啓史 中山　智祥

救命救急センター 井口　梅文 伊原　慎吾 河原　弥生 木下　浩作 平林　茉莉奈 細川　透

中川　勝寛 水落　美紀

歯科口腔外科 石川　友美 小川　久雄 川埜　天平　 北野　尚孝 篠田　健太 鈴木　惣子

高橋　真実子 高山　裕正 武元　徹 永井　智也 正岡　鷹 眞宮　淳

藤原　祐輔

初期臨床研修医 一戸　崇 緒方　毅 笠原　俊策 瀧上 駿 宮坂　正道

看護師 齋藤　みちよ 牛山　実保子 北原　美保 吉田　優子 藤田　智子

精神保健福祉士 佐藤　佳奈

臨床心理士 石風呂　素子 箱崎　啓予 内山　佳代子 坂東　詩乃

氏名公開可能者のみ掲載 （順不同）

医師・歯科医師以外の職種


