
修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

１０２８ 圓石　正武 圓石放射線科内科胃腸科医院

１０２９ 古屋　和博 古屋内科クリニック

１０３０ 石井　哲朗 石井外科診療所

１０３１ 大口　泰助 小畠病院・泌尿器科

１０３２ 宮原　栄治 済生会広島病院・外科

１０３３ 竹林　実 呉医療センター・精神科

１０３４ 高橋　寛敏 呉医療センター・乳腺外科

１０３５ 柴崎　千代 呉医療センター・精神科

１０３６ 米澤　公器 呉医療センター・脳外科

１０３７ 佐々木　晃 呉医療センター・婦人科

１０３８ 田中　瞳 呉医療センター・神経内科

１０３９ 同道　頼子 呉医療センター・神経内科

１０４０ ＊ 　―

１０４１ 冠野　昴太郎 呉医療センター・循環器科

１０４２ 黒川　知彰 呉医療センター・外科

１０４３ 難波　将史 呉医療センター・呼吸器科

１０４４ ＊ 　―

１０４５ 山下　賢 呉医療センター・消化器科

１０４６ 小田切　数基 呉医療センター

１０４７ 川本　優子 呉医療センター

１０４８ ＊ 　―

１０４９ ＊ 　―

１０５０ 山内　洋介 呉医療センター

１０５１ 渡部　茉耶 呉医療センター

１０５２ 谷丸　結 広島西医療センター

１０５３ 大谷　まり 大谷リハビリテーション病院

１０５４ ＊ 　―

１０５５ 櫻井　穣司 ＪＡ広島総合病院

１０５６ 加藤　楽 ＪＡ広島総合病院

１０５７ 中前　里香子 ＪＡ広島総合病院
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１０５８ 竹内　有樹 ＪＡ広島総合病院

１０５９ 原田　直 ＪＡ広島総合病院

１０６０ ＊ 　―

１０６１ 德毛　健太郎 ＪＡ広島総合病院

１０６２ 井上　聡 ＪＡ広島総合病院

１０６３ 森迫　泰貴 ＪＡ広島総合病院

１０６４ 加藤　永史 医療法人フルライフ　かとう外科胃腸科

１０６５ 島筒　和史 ぎおん牛田病院

１０６６ 松井　千鶴
財務省共済組合
広島国税局支部診療所

１０６７ 藤井　慎介 広島西医療センター

１０６８ 徳永　真和 広島西医療センター

１０６９ 河面　智之 河面内科医院

１０７０ 澤　裕幸 澤医院

１０７１ 大田垣　純 広島共立病院

１０７２ 田中　学
広島県厚生農業協同組合連合会
吉田総合病院

１０７３ 小瀬　和洋 広島三菱病院

１０７４ 小倉　良夫 広島グリーンヒル病院

１０７５ 川口　康夫 土谷総合病院

１０７６ 中村　賢二 津谷内科呼吸器科クリニック

１０７７ 松田　聡介 坪田内科

１０７８ 牛尾　佳子 医療法人　牛尾内科医院

１０７９ 古川　善也 広島赤十字・原爆病院

１０８０ 齋　宏 広島赤十字・原爆病院

１０８１ 田利　晶 広島赤十字・原爆病院

１０８２ 國弘　真己 広島赤十字・原爆病院

１０８３ 今中　亮太 広島赤十字・原爆病院

１０８４ 木曽　まり子 広島赤十字・原爆病院

１０８５ 篠原　芙美 広島赤十字・原爆病院

１０８６ 森脇　香莉 広島赤十字・原爆病院

１０８７ 大久保　恵子 広島赤十字・原爆病院

１０８８ 横山　麻衣子 広島赤十字・原爆病院

１０８９ 進藤　稔弘 広島赤十字・原爆病院
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１０９０ 山田　直人 広島赤十字・原爆病院

１０９１ 原　睦展 小畠病院

１０９２ 藤岡　正浩 船町ふじおかクリニック

１０９３ 高橋　健治 セントラル病院

１０９４ 安藤　正則 えきや外科クリニック

１０９５ 内藤　賢一 内藤クリニック

１０９６ 平井　泰明 平井外科胃腸科医院

１０９７ 小林　和也 楠本病院

１０９８ 小林　芳人 小林病院

１０９９ 武田　栄治 ふれあい診療所

１１００ 新谷　憲治 公立学校共済組合中国中央病院

１１０１ 山本　昌彦 公立学校共済組合中国中央病院

１１０２ 德毛　敬三 公立学校共済組合中国中央病院

１１０３ 佐藤　直広 公立学校共済組合中国中央病院

１１０４ 鈴木　優子 公立学校共済組合中国中央病院

１１０５ 大倉　浩子 公立学校共済組合中国中央病院

１１０６ 中村　裕二 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１０７ 渡邉　郁世 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１０８ 二階　哲朗 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１０９ 庄野　敦子 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１０ 西谷　正史 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１１ 桒原　隆泰 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１２ 毛利　律生 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１３ 大石橋　絢子 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１４ 日田　官 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１１５ 郷力　和明 庄原市立西城市民病院

１１１６ 田中　惣之輔 庄原市立西城市民病院

１１１７ 丹治　英裕 ＪＡ広島厚生連吉田総合病院

１１１８ 磯部　尚幸 市立三次中央病院

１１１９ 望月　英樹 市立三次中央病院

１１２０ 小林　健 市立三次中央病院

１１２１ 藤野　豊寿 市立三次中央病院
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１１２２ 大屋　一輝 日本赤十字社庄原赤十字病院

１１２３ 相方　浩 広島大学病院

１１２４ ＊ 　―

１１２５ ＊ 　―

１１２６ 角舎　学行 広島大学病院

１１２７ 河合　幹雄 広島大学病院

１１２８ 河島　麻里 広島大学病院

１１２９ 古宇　家正 広島大学病院

１１３０ 河野　康之 河野医院

１１３１ 櫻井　繁 広島大学病院

１１３２ 信藤　肇 広島大学病院

１１３３ 住吉　睦人 住吉医院

１１３４ 築家　新司 ちくいえクリニック

１１３５ 津谷　隆史 津谷内科呼吸器科クリニック

１１３６ 寺岡　有子 広島大学病院

１１３７ 内藤　晃 中国労災病院

１１３８ 中峠　洋隆 広島大学病院

１１３９ ＊ 　―

１１４０ 三田尾　典子 広島共立病院

１１４１ ＊ 　―

１１４２ 宮木　大輔 広島大学病院

１１４３ 村上　英介 広島大学病院

１１４４ 森桶　聡 広島大学病院

１１４５ 安井　和也 庄原赤十字病院

１１４６ 山崎　佐知子 広島大学病院

１１４７ 横山　聡栄 広島大学病院

１１４８ 巻幡　徹二 巻幡内科病院

１１４９ 曽根　喬 大野浦病院

１１５０ 天野　始 ＪＡ尾道総合病院

１１５１ 小野川　靖二 ＪＡ尾道総合病院

１１５２ 福本　晃 ＪＡ尾道総合病院

１１５３ 橋本　義政 ＪＡ尾道総合病院
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１１５４ 福田　敏勝 ＪＡ尾道総合病院

１１５５ 佐々田　達成 ＪＡ尾道総合病院

１１５６ 頼　英美 ＪＡ尾道総合病院

１１５７ 竹井　大祐 ＪＡ尾道総合病院

１１５８ 上田　明子 広島大学病院

１１５９ 小川　一三 小川胃腸科内科産婦人科

１１６０ 畑野　栄治 はたのリハビリ整形外科

１１６１ 青木　信也 済生会呉病院

１１６２ 大村　泰 医療法人せいざん青山病院

１１６３ 井上　林太郎 呉市国民健康保険安浦診療所

１１６４ 酒井　明彦 広島赤十字原爆病院

１１６５ 石﨑　康代 中国労災病院

１１６６ 松本　善明 呉市医師会病院

１１６７ 川合　徹 医療法人中央内科クリニック

１１６８ 谷本　新学 太田川病院

１１６９ ＊ 　―

１１７０ 小南　賢吉郎 呉共済病院

１１７１ 坂部　龍太郎 呉共済病院

１１７２ 長野　晃子 呉共済病院

１１７３ 關藤　剛 呉共済病院

１１７４ 髙永甲　有司 呉共済病院

１１７５ 清原　悠太 呉共済病院

１１７６ 大塚　裕之 呉共済病院

１１７７ 丸木　崇史 呉共済病院

１１７８ 津田　敏孝 安芸高田市横田診療所

１１７９ 窪　弘之 窪医院

１１８０ 井口　光 あすなろ生協診療所

１１８１ 内藤　秀敏 ないとう内科循環器科

１１８２ 佐々木　敏哉 コープ五日市診療所

１１８３ 永田　信二 広島市立安佐市民病院

１１８４ 村上　茂 広島市立安佐市民病院

１１８５ ＊ 　―
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１１８６ 池田　拓広 広島市立安佐市民病院

１１８７ 香川　真由子 広島市立安佐市民病院

１１８８ 中島　亨 広島市立安佐市民病院

１１８９ 瀬尾　信吾 広島市立安佐市民病院

１１９０ ＊ 　―

１１９１ 小畠　浩平 広島市立安佐市民病院

１１９２ 齊藤　裕平 広島市立安佐市民病院

１１９３ ＊ 　―

１１９４ 前谷　勇太 広島市立安佐市民病院

１１９５ 甲斐　佑一郎 広島市立安佐市民病院

１１９６ 惠木　浩之 広島大学病院

１１９７ 坪田　元記 坪田内科

１１９８ 越智　康 広島三菱病院

１１９９ 板垣　充弘 広島赤十字・原爆病院

１２００ 眞田　栄治 さなだ内科クリニック

１２０１ 藤田　粛 ふじた消化器内科クリニック

１２０２ 藤田　信弘 ふじたクリニック

１２０３ 西淵　いくの 県立広島病院

１２０４ 倉信　達臣 県立広島病院

１２０５ 山本　翔太郎 県立広島病院

１２０６ 山田　有美 県立広島病院

１２０７ 小橋　俊彦 県立広島病院

１２０８ 大石　幸一 県立広島病院

１２０９ 真島　宏聡 県立広島病院

１２１０ 高倉　有二 県立広島病院

１２１１ 久保川　佳子 県立広島病院

１２１２ 岩川　和秀
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１２１３ 古中　信義 古中内科医院

１２１４ ＊ 　―

１２１５ 横矢　仁
地方独立行政法人府中市病院機構
府中北市民病院

１２１６ 上田　祐造 笠岡中央病院

１２１７ 向田　邦俊 向田内科医院
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１２１８ 槇殿　公誉 槇殿順記念病院

１２１９ 槇殿　亜紀 中電病院

１２２０ 石岡　英彦 いしおか医院

１２２１ 三宅　剛平
公立学校共済組合
中国中央病院

１２２２ 松本　寛 寺岡記念病院

１２２３ 藤原　義剛 藤原医院

１２２４ 梶山　泰宏 木阪病院

１２２５ 武島　裕爾 武島医院

１２２６ 三好　博史 東広島医療センター

１２２７ 吉光　成児 東広島医療センター

１２２８ 原武　大介 東広島医療センター

１２２９ 小野　紘輔 東広島医療センター

１２３０ 児玉　雅治 児玉クリニック

１２３１ 森　文男 森内科

１２３２ 石井　辰明 いしいクリニック

１２３３ 池田　晋一郎 福山第一病院

１２３４ 山本　真理 福山市民病院

１２３５ 眞鍋　明広 福山市民病院

１２３６ ＊ 　―

１２３７ 金　一徹 福山市民病院

１２３８ 安藤　まり 福山市民病院

１２３９ 髙田　一郎 福山市民病院

１２４０ 岡　明宏 福山市民病院

１２４１ 立石　博信 高陽ニュータウン病院

１２４２ 髙島　郁博 県立安芸津病院・外科

１２４３ 安井　大介 幸田医院

１２４４ 澤崎　隆 呉医療センター・婦人科

１２４５ 佐竹　宏文 呉医療センター・泌尿器科

１２４６ 小早川　英夫 呉医療センター・精神科

１２４７ 中津　啓吾 呉医療センター・精神科

１２４８ 福岡　憲一郎 呉医療センター・泌尿器科

１２４９ 香川　芙美 呉医療センター
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１２５０ 飯尾　澄夫 呉医療センター

１２５１ 大庭　秀雄 呉医療センター

１２５２ 小田　真司 呉医療センター

１２５３ 川下　芳雄 呉医療センター

１２５４ 神原　智美 呉医療センター

１２５５ 北川　隆太 呉医療センター

１２５６ 田原　正浩 呉医療センター

１２５７ 谷山　大樹 呉医療センター

１２５８ 松本　拓視 呉医療センター

１２５９ 湯浅　可奈子 呉医療センター

１２６０ 永田　裕
医療法人社団永慈会
永田内科医院

１２６１ 西原　一樹
広島医療生活協同組合
広島共立病院

１２６２ 内田　俊明 内田クリニック

１２６３ 小林　真理 医療法人社団誠心会　中川医院

１２６４ 吉田　良順
医療法人社団緑雨会
高陽第一診療所

１２６５ 尾下　豪人 医療法人厚生堂　長崎病院

１２６６ 池田　みどり いけだ放射線科胃腸科

１２６７ 山田　千恵子
広島医療生活協同組合
広島共立病院

１２６８ 古川　義記 医療法人社団　古川医院

１２６９ 藤原　徹 藤原胃腸肛門外科医院

１２７０ 高橋　宏明 高橋泌尿器科・皮膚科クリニック

１２７１ 平野　利典 広島記念病院

１２７２ 脊尾　知佐子 庄原同仁病院

１２７３ 堀江　正憲 堀江医院

１２７４ 岡島　正純 広島市立広島市民病院　外科

１２７５ 坂本　修一 広島市立広島市民病院　外科

１２７６ 桂　佑貴 広島市立広島市民病院　外科

１２７７ 下田　篤史
広島市立広島市民病院
呼吸器外科

１２７８ 浅野　令子 広島市立広島市民病院　産科

１２７９ 舟木　将雅
広島市立広島市民病院
呼吸器内科

１２８０ 中島　和寿
広島市立広島市民病院
呼吸器内科

１２８１ 秦　雄介
広島市立広島市民病院
呼吸器内科
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１２８２ 小金丸　茂博 広島市立広島市民病院　腫瘍内科

１２８３ 河内　麻里子 広島市立広島市民病院　乳腺外科

１２８４ 広島市立広島市民病院　形成外科

１２８５ 上野原　淳 広島市立広島市民病院　麻酔科

１２８６ 水野　元夫 広島市立広島市民病院　内科

１２８７ 中川　昌浩 広島市立広島市民病院　内科

１２８８ 小林　功幸 広島市立広島市民病院　内科

１２８９ 東　玲治 広島市立広島市民病院　内科

１２９０ 平尾　謙 広島市立広島市民病院　内科

１２９１ 澤原　大明 広島市立広島市民病院　内科

１２９２ 石井　尚子 石井外科診療所

１２９３ 野島　洋樹 福山市民病院

１２９４ 満田　裕 済生会呉病院

１２９５ 藤森　正彦 呉市医師会病院

１２９６ 林谷　康生 マツダ病院

１２９７ 秋本　修志 中国労災病院

１２９８ 太田　浩志 中国労災病院

１２９９ 塩田　直樹 中国労災病院

１３００ 木村　隆広 中国労災病院

１３０１ 土田　恭幸 中国労災病院

１３０２ 花岡　美生 中国労災病院

１３０３ 大枝　忠史 尾道市立市民病院

１３０４ 大同　茂 尾道市立市民病院

１３０５ 村上　斗司 尾道市立市民病院

１３０６ 中田　裕子 尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所

１３０７ 猪川　文朗 広島大学病院

１３０８ 板垣　衛治 北広島町豊平病院

１３０９ 大村　淳 広島大学病院

１３１０ ＊ 　―

１３１１ 亀田　靖子 広島大学病院

１３１２ 川口　健太郎 広島大学病院

１３１３ 木矢　絢子 広島大学病院
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１３１４ 小南　陽子 広島大学病院

１３１５ 眞田　修 尾鍋外科病院

１３１６ 柴田　真美 広島大学病院

１３１７ 新谷　眞紀 県立広島病院

１３１８ 鈴木　崇久 広島大学病院

１３１９ 高安　武志 広島大学病院

１３２０ 竹内　泰江 広島大学病院

１３２１ 長﨑　孝平 広島大学病院

１３２２ 西　浩子 西医院

１３２３ 濱田　博重 広島三菱病院

１３２４ 藤森　淳 広島大学病院

１３２５ ＊ 　―

１３２６ 古本　健太郎 広島大学病院

１３２７ ＊ 　―

１３２８ 柳川　泉一郎 広島大学病院

１３２９ 湯川　和俊 広島大学病院

１３３０ 吉田　秀平 広島大学病院

１３３１ 渡辺　裕文 広島大学病院


