
整形外科ゴトウ　ユウタ後藤　祐太
小島　英嗣 コジマ　エイジ 呼吸器内科

許　聖服

消化器内科クラタ　サチユキ倉田　祥行

外科コイケ　ミドリ小池　翠

外科

泌尿器科カミヒラ　オサム上平　修
山家　誠 ヤンベ　マコト 歯科口腔外科

平成30年 5月1日　現在

ヨコヤマ　ヒロユキ

小林　三佐子 コバヤシ　ミサコ 皮膚科 平林　毅樹 ヒラバヤシ　ツヨキ 泌尿器科

ワタモト　コウイチ 血液内科
小林　大悟 コバヤシ　ダイゴ 外科 平澤　直樹 ヒラサワ　ナオキ 放射線科

渡邊　紘章 ワタナベ　ヒロアキ 緩和ケア科
平井　孝典 ヒライ　タカノリ 消化器内科 綿本　浩一
日比　絵里菜 ヒビ　エリナ 産婦人科

総合内科
原田　雄太 ハラダ　ユウタ 消化器内科 渡邉　祥平 ワタナベ　ショウヘイ 呼吸器内科

ヨシイ　ハジメ 研修医
長谷部　和香 ハセベ　ワカ 小児科 吉田　武之輔 ヨシダ　タケノスケ

長谷川　俊典 ハセガワ　トシノリ 脳神経外科 吉井　元

岸田　貴喜 キシダ　タカヨシ 外科 野田　純代 ノダ　スミヨ 外科
横山　裕之

循環器内科キョ　セイフク

外科
禰宜田　真史 ネギタ　マサシ 外科 山本　真由美 タマモト　マユミ 麻酔科

脳神経外科 二橋　尚志 ニハシ　タカシ 放射線科 山中　雅也 ヤマナカ　マサヤ

ヤマシタ　ユウキ 呼吸器内科
カイダ　ヒデユキ 耳鼻いんこう科 成田　正雄 ナリタ　マサオ 外科 山添　伸二 ヤマゾエ　シンジ 総合内科
オダギリ　タクヤ 緩和ケア科 内藤　丈裕 ナイトウ　タケヒロ 脳神経外科 山下　有己

泌尿器科
小原　圭 オハラ　ケイ 消化器内科 鳥居　弥寿子 トリイ　ヤスコ 血液内科 山﨑　豪孔 ヤマザキ　タケヨシ 外科

モトムラ　ナリコ 循環器内科
岡本　康宏 オカモト　ヤスヒロ 歯科口腔外科 鳥居　潤 トリイ　ジュン 脳神経外科 守屋　嘉恵 モリヤ　ヨシエ

森川　重彦 モリカワ　シゲヒコ 産婦人科
岡田　航 オカダ　コウ 研修医 戸野　祐二 トノ　ユウジ　 整形外科 本村　名里子
大野木　宏洋 オオノギ　ヒロミ 整形外科 東浦　航 トウウラ　ワタル 耳鼻いんこう科

整形外科
大津　智尚 オオツ　トモヒサ 外科 塚本　英祐 ツカモト　エイスケ 脳神経外科 望月　能成 モチヅキ　ヨシナリ 外科

ムラキ　アツノリ 泌尿器科
植村　友稔 ウエムラ　トモナリ 心臓血管外科 谷口　哲郎 タニグチ　テツオ 呼吸器外科 室　秀紀 ムロ　ヒデノリ

宮田　章弘 ミヤタ　アキヒロ 消化器内科
上田　格弘 ウエダ　ノリヒロ 血液内科 谷口　健次 タニグチ　ケンジ 院長 村木　厚紀
岩田　知之 イワタ　トモユキ 耳鼻いんこう科 田中　健士郎 タナカ　ケンシロウ 外科

麻酔科
今井　元 イマイ　ハジメ 循環器内科 舘　佳彦 タチ　ヨシヒコ 消化器内科 水野　秀紀 ミズノ　ヒデキ 泌尿器科

マツシタ　ユイ 歯科口腔外科
今井　健太郎 イマイ　ケンタロウ 腎臓内科 館　靖 タチ　ヤスシ 放射線科 松本　真理子 マツモト　マリコ

間下　優子 マシタ　ユウコ 外科
井上　淳平 イノウエ　ジュンペイ 整形外科 高田　和外 タカダ　カズト 呼吸器内科 松下　由依
伊藤　峻 イトウ　シュン 呼吸器内科 全並　正人 ゼンナミ　マサト 総合内科

形成外科
五十棲　秀幸 イソズミ　ヒデユキ 整形外科 杉本　博行 スギモト　ヒロユキ 外科 堀場　大輝 ホリバ　ダイキ 外科

フルカワ　ヨウコ 消化器内科
石栗　有美 イシグリ　ユミ 血液内科 菅原　京子 スガワラ　キョウコ 皮膚科 細川　真一郎 ﾎｿｶﾜ　ｼﾝｲﾁﾛｳ

古江　浩樹 フルエ　ヒロキ 歯科口腔外科
石井　一輝 イシイ　カズキ 脳神経外科 須賀　研治 スガ　ケンジ 耳鼻いんこう科 古川　陽子
池田　沙矢子 イケダ　サヤコ 産婦人科 佐部利　了 サブリ　サトル 精神科

眼科
新井　健史 アライ　ケンジ 循環器内科 佐野　美保 サノ　ミホ 産婦人科 舩橋　伸司 フナハシ　シンジ 整形外科

フジイ　ウタコ 産婦人科
安達　健 アダチ　タケシ 循環器内科 佐野　友康 サノ　トモヤス 泌尿器科 藤原　圭人 フジワラ　ヨシト

福井　志保 フクイ　シホ 耳鼻いんこう科
浅井　泰行 アサイ　ヤスユキ 緩和ケア科 佐々木　智之 ササキ　トモユキ 糖尿病・内分泌内科 藤井　詩子
秋田　寛佳 アキタ　ヒロカ 産婦人科 櫻井　孟 サクライ　ツトム 呼吸器内科

所属
赤澤　奈々 アカザワ　ナナ 呼吸器内科 近藤　理恵 コンドウ　リエ 歯科口腔外科 平松　健 ヒラマツ　ケン 消化器内科

カトウ　タケノリ

　緩和ケア研修会　修了者一覧表（五十音順）

氏名 カナ氏名 所属 氏名 カナ氏名 所属 氏名 カナ氏名

国のがん対策推進基本計画において、「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得すること」が個別
目標として掲げられ、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局
長通知）に準じて開催される会をいいます。

加藤　丈典
海田　英幸
小田切　拓也

則竹　統 ノリタケ　オサム 呼吸器外科木原　里香 キハラ　リカ 血液内科


