
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者 （2023年5月1日現在）
診療科 氏名 診療科 氏名 診療科 氏名 診療科 氏名

膠原病・リウマチ内科 片桐 彰 形成外科 苅部 綾香 耳鼻咽喉科 楠 威志 救急診療科 大坂 裕通
岡田 隆 木原 昂紀 本間 博友 竹内 郁人
津島 浩 形成外科（非） 古元 将和 城所 淑信 長澤 宏樹

加藤 究太 鄭 栄鳳 佐藤 将盛 村松 賢一
竹内 幹 心臓血管外科 梶本 完 佐山 裕斗 阿部 圭希

伊藤 葉月 畑 博明 深瀬 裕之 布谷 茉莉香
消化器内科 玄田 拓哉 大石 淳実 脳神経内科 野田 和幸 臨床研修医 池谷 紗瑛

嶋田 裕慈 大山 徹真 大熊 泰之 小野田 雄介
佐藤 俊輔 外科 佐藤 浩一 井神 枝里子 切明 大約
村田 礼人 櫛田 知志 岡田 畔奈 崔 美善
佐藤 祥 田中 顕一郎 喜古 博之 鳥沢 規子

池田 裕至 櫻田 睦 皮膚・アレルギー科 長谷川 敏男 花川 翔太
北 祐次 伊藤 智彰 生玉 梨紗 保高 哲人
厳 理華 上田 脩平 加藤 芙未 前川 ちひろ

青沼 勇斗 加藤 永記 宗田 昂己 松原 颯
寺井 雄一朗 山本 陸 村松 海人 山口 征大

武井 礼 小泉 明博 阿部 央聖 吉田 華
呼吸器内科 岩神 真一郎 村井 勇太 遠藤 翼 吉松 孝彦

岩神 直子 渡邉 ゆきの 泌尿器科 藤田 和彦
早川 乃介 板倉 萌 中島 晶子
吉田 隆司 仁平 高朔 長屋 直哉
渡邉 敬康 秋間 龍之介 永島 優生
岡島 耀史 外科（非） 市田 洋文 三戸 統

血液内科 髙野 弥奈 脳神経外科 山本 拓史 森野 純貴
小池 道明 中尾 保秋 林 宥佑
岩尾 憲明 足立 知司 産婦人科 田中 利隆
三澤 恭平 眞上 俊亮 金田 容秀
森 洋輔 藤田 修英 矢田 昌太郎

河本 直樹 中嶋 伸太郎 田中 里美
大塚 隆弘 西岡 和輝 九鬼 紗葵

腎臓内科 清水 芳男 牧野 健作 大島 直紀
若林 啓一 山髙 元暉 平山 雄一朗
長澤 肇 赤崎 安俊 メンタルクリニック 桐野 衛二
鈴木 魁 鬼木 蘭丸 内田 由寛

根上 拓也 脳神経外科（非） 梅村 淳 永井 康仁
腎臓内科（非） 若林 道郎 飯村 康司 メンタルクリニック（非） 窪倉 正一

糖尿病・内分泌内科 山﨑 望 大山 一孝 竹内 宏美
岩本 達也 渡邉 瑞也 リハビリテーション科 田沼 明
武藤 麗奈 整形外科 大林 治 小児科 馬場 洋介
門倉 椋 最上 敦彦 宮林 和紀

清水 理那 諸橋 達 石田 翔二
糖尿病・内分泌内科（非） 佐藤 まり重 糸井 陽 羽根 将之

循環器内科 塩澤 知之 神田 章男 高岡 優里
髙野 信太郎 分島 智子 木村 寛太郎

設樂 準 守屋 秀一 秋庭 崇人
真 優スレーシュワル 塩原 崇生 町元 菜紗

藤田 航 木原 航 小児外科 中島 秀明
小野里 匠也 森川 嵩大 足立 綾佳

篁 悠太 古城 智也 新生児科 大川 夏紀
島袋 あずさ 富澤 杏奈 粟田 健太郎

麻酔科・ペインクリニック 洪 景都 今津 範純 松田 明奈
長谷川 陽子 藤本 華奈 柏木 項介
久米村 正輝 眼科 太田 俊彦 岩原 可名人
太田 正孝 土至田 宏 谷本 亮輔
櫻庭 園子 平井 麻紀 髙橋 誉弘
中村 萌 市川 浩平 平松 直子
八子 一 朝岡 聖子 放射線科 入江 隆介

片山 彩夏 大谷 洋揮 大島 理規
今井 絵美 小森 翼 橋本 怜

麻酔科・ペインクリニック（非） 真弓 雅子 笠原 知人 樋口 嶺央
呼吸器外科 市之川 英臣 菊池 遥太 藤澤 翔太

鈴木 未希子 桐山 雅通
岩崎 有真


