
緩和ケア研修会、指導者研修会修了者 2022年11月30日現在

診療科 氏名 修了区分※

総合内科 藤原　雅和 緩和ケア研修会
許　家琪 緩和ケア研修会
伊吹　優里 緩和ケア研修会

消化器内科 山本　博 緩和ケア研修会
松枝　和宏 緩和ケア研修会
毛利　裕一 緩和ケア指導者
守本　洋一 緩和ケア研修会
石田　悦嗣 緩和ケア研修会
髙畠　弘行 緩和ケア研修会
西村　直之 緩和ケア研修会
下立　雄一 緩和ケア研修会
萱原　隆久 緩和ケア研修会
水野　元夫 緩和ケア研修会
後藤田　達洋 緩和ケア研修会
武澤　梨央 緩和ケア研修会
金谷　崇史 緩和ケア研修会
本田　寛和 緩和ケア研修会
平　大地 緩和ケア研修会
南　麻梨子 緩和ケア研修会
住谷　知紀 緩和ケア研修会
沖　健太朗 緩和ケア研修会
岩藤　恭昌 緩和ケア研修会
山岡　満里 緩和ケア研修会
宮岡　大輔 緩和ケア研修会
上田　彩 緩和ケア研修会
池田　有希 緩和ケア研修会
上西　陽介 緩和ケア研修会
戸川　文子 緩和ケア研修会
眞野　俊史 緩和ケア研修会
羽田　綾子 緩和ケア研修会
奥山　駿佑 緩和ケア研修会
狩野　綾乃 緩和ケア研修会
田嶋　宏一郎 緩和ケア研修会
太田　健二 緩和ケア研修会
片山　隼杜 緩和ケア研修会
加藤　顕真 緩和ケア研修会
向澤　慧子 緩和ケア研修会
西尾　美名 緩和ケア研修会

脳神経内科 北口　浩史 緩和ケア研修会
小畑　馨 緩和ケア研修会
額田　遼太郎 緩和ケア研修会
石田　将大 緩和ケア研修会

呼吸器内科 石田　直 緩和ケア研修会
有田　真知子 緩和ケア研修会
伊藤　明広 緩和ケア研修会
時岡　史明 緩和ケア研修会
横山　俊秀 緩和ケア研修会
福田　泰 緩和ケア研修会
濱川　正光 緩和ケア研修会
田中　彩加 緩和ケア研修会
中西　陽祐 緩和ケア研修会
濵尾　信叔 緩和ケア研修会
甲田　拓之 緩和ケア研修会
早瀬　百々子 緩和ケア研修会
神戸　寛史 緩和ケア研修会
山野　隆史 緩和ケア研修会
川瀧　正典 緩和ケア研修会
本倉　優美 緩和ケア研修会
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呼吸器内科 多田　有作 緩和ケア研修会
田尾　有里 緩和ケア研修会
天野　明彦 緩和ケア研修会
髙橋　寛 緩和ケア研修会
豊田　裕士 緩和ケア研修会
松井　馨子 緩和ケア研修会
宮﨑　由依 緩和ケア研修会
高田　正浩 緩和ケア研修会
佐藤　亮寿 緩和ケア研修会

糖尿病内科 村上　和敏 緩和ケア研修会
岡内　省三 緩和ケア研修会
髙橋　快旺 緩和ケア研修会

腎臓内科 福岡　晃輔 緩和ケア研修会
西川　真那 緩和ケア研修会
澤木　了 緩和ケア研修会
渡邊　健太郎 緩和ケア研修会
木田　貴弘 緩和ケア研修会
小西　智子 緩和ケア研修会
田中　佑 緩和ケア研修会
ジョンソン　実歌 緩和ケア研修会

血液内科 上田　恭典 緩和ケア研修会
大西　達人 緩和ケア研修会
前田　猛 緩和ケア研修会
佐藤　貴之 緩和ケア研修会
岡田　和也 緩和ケア研修会
村主　啓行 緩和ケア研修会
上田　敦志 緩和ケア研修会
髙谷　亮介 緩和ケア研修会
森　明子 緩和ケア研修会
今中　智子 緩和ケア研修会
中村　順子 緩和ケア研修会
岡田　直樹 緩和ケア研修会
秋山　大介 緩和ケア研修会
鈴木　優太 緩和ケア研修会
久林　正斗 緩和ケア研修会
向澤　冬樹 緩和ケア研修会
藤枝　弥結 緩和ケア研修会
村上　航 緩和ケア研修会

内分泌代謝・リウマチ内科 村部　浩之 緩和ケア研修会
西澤　衡 緩和ケア研修会
吉田　知宏 緩和ケア研修会
澤井　瑠一 緩和ケア研修会
楊　宏平 緩和ケア研修会
石黒　太朗 緩和ケア研修会
稲垣　雄一郎 緩和ケア研修会
菅原　悠 緩和ケア研修会

総合診療科 藤原　敦史 緩和ケア研修会
安西　芳輝 緩和ケア研修会
柏野　崇 緩和ケア研修会
村上　晃一 緩和ケア研修会
橘高　早紀 緩和ケア研修会

精神科 土田　和生 精神腫瘍学指導者
小髙　辰也 精神腫瘍学指導者
大島　悦子 緩和ケア研修会
的場　翔也 緩和ケア研修会

小児科 脇　研自 緩和ケア研修会
高橋　章仁 緩和ケア研修会
納富　誠司郎 緩和ケア研修会
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小児科 細川　悠紀 緩和ケア研修会
吉崎　加奈子 緩和ケア研修会
石原　明子 緩和ケア研修会
服部　真也 緩和ケア研修会
山内　真由子 緩和ケア研修会
岩﨑　恵里子 緩和ケア研修会
近藤　友里子 緩和ケア研修会
小杉　洋平 緩和ケア研修会
吉田　周平 緩和ケア研修会
大金　佑輔 緩和ケア研修会
増田　泰之 緩和ケア研修会
水本　竣 緩和ケア研修会
辻　香菜 緩和ケア研修会
國澤　久路 緩和ケア研修会
山本　周 緩和ケア研修会
中田　絢之 緩和ケア研修会

外科 小笠原　敬三 緩和ケア研修会
伊藤　雅 緩和ケア研修会
河本　和幸 緩和ケア研修会
朴　泰範 緩和ケア研修会
山口　和盛 緩和ケア研修会
岡部　道雄 緩和ケア研修会
長久　吉雄 緩和ケア研修会
横田　満 緩和ケア研修会
片山　修一 緩和ケア研修会
北川　裕久 緩和ケア研修会
稲村　幸雄 緩和ケア研修会
増井　俊彦 緩和ケア研修会
河田　健二 緩和ケア研修会
橋田　和樹 緩和ケア研修会
豊岡　晃輔 緩和ケア研修会
武藤　純 緩和ケア研修会
森川　彰貴 緩和ケア研修会
山口　賢二 緩和ケア研修会
花木　祥二朗 緩和ケア研修会
松岡　弘也 緩和ケア研修会
野村　悟己 緩和ケア研修会
穐山　竣 緩和ケア研修会
笹口　桂佑 緩和ケア研修会
石舘　武三 緩和ケア研修会
柿沼　寛人 緩和ケア研修会
丹野　侑杜 緩和ケア研修会
延廣　征典 緩和ケア研修会
齋藤　尚子 緩和ケア研修会
山本　嵩 緩和ケア研修会
細部　大貴 緩和ケア研修会
盛田　興輔 緩和ケア研修会
唐井　美佳 緩和ケア研修会
長濱　俊介 緩和ケア研修会
橋本　紳太郎 緩和ケア研修会

整形外科 岸本　克馬 緩和ケア研修会
中嶋　崇貴 緩和ケア研修会
小野　弘征 緩和ケア研修会
河本　聡 緩和ケア研修会
田吹　紀雄 緩和ケア研修会
中村　悠佑 緩和ケア研修会
酒井　鯛介 緩和ケア研修会
前口　功修 緩和ケア研修会
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整形外科 矢部　泰右 緩和ケア研修会
川﨑　康生 緩和ケア研修会

脳神経外科・脳卒中科 山形　専 緩和ケア研修会
黒﨑　義隆 緩和ケア研修会
沈　正樹 緩和ケア研修会
池田　宏之 緩和ケア研修会
紀之定　昌則 緩和ケア研修会
上里　弥波 緩和ケア研修会
髙田　賢介 緩和ケア研修会
林　智子 緩和ケア研修会
山下　陽生 緩和ケア研修会
金子　亮介 緩和ケア研修会
藤原　稔朗 緩和ケア研修会
大薄　卓也 緩和ケア研修会
羽田　栄信 緩和ケア研修会
赤池　夏樹 緩和ケア研修会
和田　誠人 緩和ケア研修会
谷村　麻衣 緩和ケア研修会
横地　泰徳 緩和ケア研修会
木村　元紀 緩和ケア研修会

呼吸器外科 高橋　鮎子 緩和ケア研修会
小林　正嗣 緩和ケア研修会
吉田　将和 緩和ケア研修会
池田　敏裕 緩和ケア研修会
福井　崇将 緩和ケア研修会
中ノ坊　亮 緩和ケア研修会
青野　泰正 緩和ケア研修会
松浦　晃大 緩和ケア研修会

産婦人科 中堀　隆 緩和ケア研修会
長谷川　雅明 緩和ケア研修会
福原　健 緩和ケア研修会
本田　徹郎 緩和ケア研修会
楠本　知行 緩和ケア研修会
堀川　直城 緩和ケア研修会
清川　晶 緩和ケア研修会
田中　優 緩和ケア研修会
伊藤　拓馬 緩和ケア研修会
西村　智樹 緩和ケア研修会
原　理恵 緩和ケア研修会
黒田　亮介 緩和ケア研修会
佐伯　綾香 緩和ケア研修会
牧尾　悟 緩和ケア研修会
村越　まどか 緩和ケア研修会
吉田　旭輝 緩和ケア研修会
細部　由佳 緩和ケア研修会
新垣　紀子 緩和ケア研修会
橋本　阿実 緩和ケア研修会
元木　貴裕 緩和ケア研修会

泌尿器科 寺井　章人 緩和ケア研修会
井口　亮 緩和ケア研修会
井上　幸治 緩和ケア研修会
杉山　恭平 緩和ケア研修会
羽間　悠祐 緩和ケア研修会
山口　貴大 緩和ケア研修会
宮川　拓朗 緩和ケア研修会
田中　亘 緩和ケア研修会
可児　尚弥 緩和ケア研修会
廣瀬　雅史 緩和ケア研修会
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眼科 櫻井　克柾 緩和ケア研修会
伊藤　宗桂 緩和ケア研修会
熊谷　俊毅 緩和ケア研修会

耳鼻咽喉科 佐藤　進一 緩和ケア研修会
山田　光一郎 緩和ケア研修会
藤原　崇志 緩和ケア研修会
小藤　望 緩和ケア研修会
鶴田　智士 緩和ケア研修会
田中　茉奈美 緩和ケア研修会
橋本　泰士郎 緩和ケア研修会
松浦　有希子 緩和ケア研修会
岡　智哉 緩和ケア研修会

頭頸部外科 玉木　久信 緩和ケア研修会
伊木　健浩 緩和ケア研修会

形成外科 野田　和男 緩和ケア研修会
長尾　由理 緩和ケア研修会
佐野　弾 緩和ケア研修会
山下 弘鈴 緩和ケア研修会
森山　太陽 緩和ケア研修会
井上　晴太 緩和ケア研修会
藤田　真亜子 緩和ケア研修会

皮膚科 山下　達也 緩和ケア研修会
放射線診断科 坂田　悦郎 緩和ケア研修会

熊澤　高雄 緩和ケア研修会
細田　伸一 緩和ケア研修会
伊藤　久尊 緩和ケア研修会
大西　基文 緩和ケア研修会
小野　貴史 緩和ケア研修会
高橋　駿介 緩和ケア研修会
西本　あずさ 緩和ケア研修会
中村　将大 緩和ケア研修会
加藤　大翼 緩和ケア研修会

放射線治療科 板坂　聡 緩和ケア研修会
堤　ゆり江 緩和ケア研修会
花澤　豪樹 緩和ケア研修会
藤井　康太 緩和ケア研修会
境　恵輔 緩和ケア研修会

麻酔科 米井　昭智 緩和ケア研修会
大竹　由香 緩和ケア指導者
木村　明生 緩和ケア研修会
小田　亜希子 緩和ケア研修会
藤井　涼馬 緩和ケア研修会
金子　春香 緩和ケア研修会
吉岡　俊樹 緩和ケア研修会
佐々木　敬則 緩和ケア研修会
中谷　誠二 緩和ケア研修会
原田　拓実 緩和ケア研修会
三竿　真木 緩和ケア研修会
吉本　央維 緩和ケア研修会
奥　圭祐 緩和ケア研修会

救急科 山下　貴弘 緩和ケア研修会
松七五三　晋 緩和ケア研修会
岡　直輝 緩和ケア研修会
賀茂　圭介 緩和ケア研修会
瓜生　悠平 緩和ケア研修会
三浦　耕司 緩和ケア研修会
田中　庸介 緩和ケア研修会
前　壮一郎 緩和ケア研修会
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救急科 正保　美友紀 緩和ケア研修会
森尾　友香 緩和ケア研修会
大下　大地 緩和ケア研修会
矢野　遥香 緩和ケア研修会
木口　友人 緩和ケア研修会
田邊　眞央 緩和ケア研修会
稲津　幸翼 緩和ケア研修会
濵田　芳輔 緩和ケア研修会

集中治療科 梅田　武英 緩和ケア研修会
岩原　素子 緩和ケア研修会

リハビリテーション科 秋山　仁美 緩和ケア研修会
山田　裕子 緩和ケア研修会

緩和ケア科 佐野　薫 緩和ケア指導者 緩和ケア研修会
酒井　清裕 緩和ケア指導者 緩和ケア研修会

臨床検査・感染症科 橋本　徹 緩和ケア研修会
病理診断科 佐藤　碧 緩和ケア研修会

赤池　瑶子 緩和ケア研修会
垣内　美波 緩和ケア研修会

循環器内科 山本　裕美 緩和ケア研修会
小坂田　皓平 緩和ケア研修会
坂田　篤 緩和ケア研修会
生田　旭宏 緩和ケア研修会
島　裕樹 緩和ケア研修会
茶谷　龍己 緩和ケア研修会
佐々木　航 緩和ケア研修会
松下　俊輔 緩和ケア研修会
吉田　賢大 緩和ケア研修会
虫明　和德 緩和ケア研修会
川畑　徳馬 緩和ケア研修会
住吉　啓伸 緩和ケア研修会
西浦　直紀 緩和ケア研修会
岡　里紀 緩和ケア研修会
谷延　成美 緩和ケア研修会
柳原　奏 緩和ケア研修会
石村　亮治 緩和ケア研修会
原田　春花 緩和ケア研修会
小野　実希 緩和ケア研修会
藤田　幹孝 緩和ケア研修会
星　祐介 緩和ケア研修会
中村　栞奈 緩和ケア研修会
坂東　岳人 緩和ケア研修会
岡田　あずさ 緩和ケア研修会

心臓血管外科 菅谷　篤史 緩和ケア研修会
新崎　翔吾 緩和ケア研修会
上野　和寛 緩和ケア研修会
髙内　拓海 緩和ケア研修会
大谷　舜 緩和ケア研修会
藤本　遼 緩和ケア研修会

腫瘍内科 仁科　慎一 緩和ケア研修会
歯科 窪田　稔 緩和ケア研修会

黒川　悦郎 緩和ケア研修会
渡辺　禎久 緩和ケア研修会
川瀬　明子 緩和ケア研修会

医師教育研修部 三好　凱 緩和ケア研修会
赤松　衛 緩和ケア研修会
井上　幹造 緩和ケア研修会
上村　創太 緩和ケア研修会
江口　翔太 緩和ケア研修会
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医師教育研修部 大口　剛史 緩和ケア研修会
大西　龍太郎 緩和ケア研修会
岡　由佳子 緩和ケア研修会
緒方　康人 緩和ケア研修会
北村　陽奈 緩和ケア研修会
許　怡亮 緩和ケア研修会
久保　知也 緩和ケア研修会
近藤　杏名 緩和ケア研修会
近藤　俊雄 緩和ケア研修会
作田　幸輝 緩和ケア研修会
白岩　直人 緩和ケア研修会
田中　晶子 緩和ケア研修会
鳥居　融 緩和ケア研修会
中澤　己都美 緩和ケア研修会
野瀬　琢真 緩和ケア研修会
野村　昌紀 緩和ケア研修会
原　健太朗 緩和ケア研修会
東　恭兵 緩和ケア研修会
別所　達生 緩和ケア研修会
水口　昌俊 緩和ケア研修会
宮口　昂樹 緩和ケア研修会
山岸　陽助 緩和ケア研修会
坂野　勇人 緩和ケア研修会
成行　健汰 緩和ケア研修会
土屋　仁志郎 緩和ケア研修会
手塚　聡 緩和ケア研修会

　指導者研修会修了者数　合計： 6 名
　緩和ケア研修会修了者数　合計： 370 名

※修了区分　緩和ケア研修会：「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」または
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　「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
　　　　　　　　 緩和ケア指導者：「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会」修了者
　　　　　　　　 精神腫瘍学指導者：「精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会」修了者

※非常勤および医師以外の職種については掲載しておりません。

7 / 7 ページ


