
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者

（令和元年７月２８日時点の在籍者）

氏名 担当科 かな氏名

岡田　俊英 院長 おかだ　としひで

堀田　成紀 副院長 ほりた　せいき

新田　俊一 副院長 にった　しゅんいち

藤井　寿美枝 糖尿病・代謝内分泌内科 ふじい　すみえ

小西　正剛 糖尿病・代謝内分泌内科 こにし　せいごう

山口　正木 血液内科 やまぐち　まさき

杉盛　千春 血液内科 すぎもり　ちはる

齋藤　千鶴 血液内科 さいとう　ちづる

中島　昭勝 腎臓内科、リウマチ科 なかしま　あきかつ

鈴木　一如 腎臓内科、リウマチ科 すずき　かずゆき

野原　　　淳 緩和ケア内科 のはら　あつし

脇田　重徳 緩和ケア内科 わきた　しげのり

辻　国広 化学療法内科 つじ　くにひろ

木藤　陽介 化学療法内科 きとう　ようすけ

西　耕一 呼吸器内科 にし　こういち

西辻　雅 呼吸器内科 にしつじ　まさる

谷　まゆ子 呼吸器内科 たに　まゆこ

鈴木　淳也 呼吸器内科 すずき　じゅんや

松田　康彦 呼吸器内科 まつだ　やすひこ

常塚　宣男 呼吸器外科 つねづか　よしお

藤森　英希 呼吸器外科 ふじもり　ひでき

田中　伸廣 呼吸器外科 たなか　のぶひろ

土山　寿志 消化器内科 どやま　ひさし

竹村　健一 消化器内科 たけむら　けんいち

辻　重継 消化器内科 つじ　しげつぐ

松永　和大 消化器内科 まつなが　かずひろ

吉田　尚弘 消化器内科 よしだ　なおひろ

中西　宏佳 消化器内科 なかにし　ひろよし

宮島　沙織 消化器内科 みやじま　さおり

平井　博和 消化器内科 ひらい　ひろかず

増永　哲平 消化器内科 ますなが　てっぺい

杉山　絃 消化器内科 すぎやま　げん

秋山　晋一郎 消化器内科 あきやま　しんいちろう

伴登　宏行 消化器外科 ばんどう　ひろゆき

角谷　慎一 消化器外科 かどや　しんいち

北村　祥貴 消化器外科 きたむら　ひろたか

山本　大輔 消化器外科 やまもと　だいすけ

辻　敏克 消化器外科 つじ　としかつ

西田　洋児 消化器外科 にしだ　ようじ

林　憲吾 消化器外科 はやし　けんご

杉田　浩章 消化器外科 すぎた　ひろあき

﨑村　祐介 消化器外科 さきむら　ゆうすけ

齊藤　浩志 消化器外科 さいとう　ひろし

荒木　来太 小児科 あらき　らいた

越野　恵理 小児科 こしの　えり

木田　綾子 新生児科 きだ　あやこ

向坂　文冶 新生児科 むこうさか　ふみや

山口　茜 新生児科 やまぐち　あかね

下竹　孝志 小児外科 しもたけ　たかし

吉野　裕司 外科、乳腺・内分泌外科 よしの　ひろし

北原　智美 外科、乳腺・内分泌外科 きたはら　ともみ

中村　崇 外科、乳腺・内分泌外科 なかむら　たかし

金子　真美 外科、乳腺・内分泌外科 かねこ　まみ

安竹　秀俊 整形外科 やすたけ　ひでとし

辻　大祐 整形外科 つじ　だいゆう

山元　康德 形成外科 やまもと　やすのり

曽川　亜紀子 形成外科 そがわ　あきこ

山本　圭祐 形成外科 やまもと　けいすけ

林　裕 脳神経外科 はやし　ゆたか

村上　健一 脳神経外科 むらかみ　けんいち

渡邉　卓也 脳神経外科 わたなべ　たくや

筒井　清広 皮膚科 つつい　きよひろ

宮城　徹 泌尿器科 みやぎ　とおる

中嶋　孝夫 泌尿器科 なかしま　たかお

大筆　光夫 泌尿器科 おおふで　みつお

中川　竜之介 泌尿器科 なかがわ　りゅうのすけ

干場　勉 産婦人科 ほしば　つとむ

佐々木　博正 産婦人科 ささき　ひろまさ

平吹　信弥 産婦人科 ひらぶき　しんや　

中尾　光資郎 産婦人科 なかお　こうしろう

大塚　かおり 産婦人科 おおつか　かおり

坂野　陽通 産婦人科 ばんの　はるみち

桑原　陽祐 産婦人科 くわばら　ようすけ

西村　俊哉 産婦人科 にしむら　としや

作本　真 耳鼻咽喉科 さくもと　まこと

宮川　裕介 耳鼻咽喉科 みやかわ　ゆうすけ

牧田　春奈 耳鼻咽喉科 まきた　はるな

小林　健 放射線診断科 こばやし　たけし

折戸　信暁 放射線診断科 おりと　のぶあき

茅橋　正憲 放射線診断科 かやはし　まさのり

小森　隆弘 放射線診断科 こもり　たかひろ

安藝　瑠璃子 放射線診断科 あき　るりこ

當摩　陽子 放射線診断科 たいま　ようこ

石山　みず穂 放射線治療科 いしやま　みずほ

疋島　和樹 救急科 ひきしま　かずき

高橋　麗子 麻酔科 たかはし　れいこ

早稲田　祐子 麻酔科 わせだ　ゆうこ

武川　治水 麻酔科 むかわ　ちすい

澤村　英一郎 麻酔科 さわむら　えいいちろう

米田　良子 麻酔科 よねだ　りょうこ

須田　佳美 麻酔科 すだ　よしみ

西　孝幸 麻酔科 にし　たかゆき

宮田　勝 歯科口腔外科 みやた　まさる

高木　純一郎 歯科口腔外科 たかぎ　じゅんいちろう

釜本　宗史 歯科口腔外科 かまもと　むねふみ

二ッ谷　千鶴 病理診断科 ふたつや　ちづる

上野　洋誉 研修医 うえの　ひろたか

宇野　大祐 研修医 うの　だいすけ

平山　崇 研修医 ひらやま　すん

水冨　玖美 研修医 みずとみ　くみ

森田　まゆみ 研修医 もりた　まゆみ

山口　塁子 研修医 やまぐち　るいこ

輪島　愛 研修医 わじま　あい

石林　健一 研修医 いしばやし　けんいち

一宮　佑輔 研修医 いっく　ゆうすけ

上谷　祐介 研修医 かみや　ゆうすけ

島野　隼 研修医 しまの　じゅん

永嶋　朋恵 研修医 ながしま　ともえ

廣井　祐美 研修医 ひろい　ゆみ

吉田　弥生 研修医 よした　やよい


