
修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０７５０ 大多和　泰幸 公立学校共済　中国中央病院

０７５１ 小林　知貴 広島西医療センター

０７５２ 中村　浩之 ＪＡ広島総合病院

０７５３ 松浦　陽介 ＪＡ広島総合病院

０７５４ 山口　拓朗 ＪＡ広島総合病院

０７５５ 新田　和宏 ＪＡ広島総合病院

０７５６ 平賀　亮 飛田内科医院

０７５７ 風呂中　誠 中国労災病院・呼吸器内科

０７５８ 濱田　宣和 呉医療センター・整形外科

０７５９ 三木　智章 呉医療センター・麻酔科

０７６０ 北原　良洋 呉医療センター・呼吸器科

０７６１ ＊ 　―

０７６２ 文　正浩 呉医療センター・外科

０７６３ ＊ 　―

０７６４ 末田　芳雅 呉医療センター・神経内科

０７６５ 板垣　圭 呉医療センター・精神科

０７６６ ＊ 　―

０７６７ 細貝　昌弘 呉医療センター・脳外科

０７６８ 本明　慈彦 呉医療センター・外科

０７６９ 小西　晴久 呉医療センター・婦人科

０７７０ 檜山　雄一 呉医療センター・消化器科

０７７１ 久保　祐美子 呉医療センター・研修医

０７７２ 瀬川　貴嗣 呉医療センター・研修医

０７７３ ＊ 　―

０７７４ 廣延　直也 呉医療センター・研修医

０７７５ 三浦　佑樹 呉医療センター・研修医

０７７６ 森脇　昌哉 呉医療センター・研修医

０７７７ 野島　秀樹 野島内科医院

０７７８ 藤岡　泰博 コールメディカルクリニック広島

０７７９ 岸本　一雄 中町歯科医院

（平成２３年度開催）
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修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０７８０ 竹田　茂 ホワイト歯科往診クリニック

０７８１ 難波　恒久 吉島病院

０７８２ 満田　一博 太田川病院

０７８３ 赤木　真治 マツダ（株）マツダ病院

０７８４ 濱田　宏 広島大学病院

０７８５ 三木　瑞香 広島大学病院

０７８６ 田口　有紀 広島大学病院

０７８７ 松山　歩 広島赤十字・原爆病院

０７８８ 山下　洋市 広島赤十字・原爆病院

０７８９ 藤田　直人 広島赤十字・原爆病院

０７９０ 明見　能成 広島赤十字・原爆病院

０７９１ 橋本　和憲 広島赤十字・原爆病院

０７９２ 森　奈美 広島赤十字・原爆病院

０７９３ 江木　暁子 広島赤十字・原爆病院

０７９４ 小熊　麻子 広島赤十字・原爆病院

０７９５ 冨岡　啓太 広島赤十字・原爆病院

０７９６ 田坂　まどか 広島赤十字・原爆病院

０７９７ 内藤　裕之 広島赤十字・原爆病院

０７９８ 東條　加奈 広島赤十字・原爆病院

０７９９ 内藤　麻依子 広島赤十字・原爆病院

０８００ 本村　佳子 広島赤十字・原爆病院

０８０１ 黒住　悟之 広島赤十字・原爆病院

０８０２ 有田　健一 広島赤十字・原爆病院

０８０３ 坪井　和彦 坪井クリニック

０８０４ 深井　雄太 福山市民病院

０８０５ ＊ 　―

０８０６ ＊ 　―

０８０７ ＊ 　―

０８０８ 小出　祐嗣 福山市民病院

０８０９ ＊ 　―

０８１０ ＊ 　―

０８１１ 海野　剛 医療法人東和会　小林病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０８１２ 山下　誠司 山下内科医院

０８１３ 木曽　昭光 木曽病院

０８１４ ＊ 　―

０８１５ 坂口　孝作 福山市民病院

０８１６ 佐野　史典 福山市民病院

０８１７ 福山　耕治 グリーンクリニック

０８１８ 益田　和彦 庄原赤十字病院

０８１９ 橋詰　淳司 市立三次中央病院

０８２０ 松田　高志 市立三次中央病院

０８２１ 松山　聖 市立三次中央病院

０８２２ 藤本　悦子 市立三次中央病院

０８２３ 徳永　彰 徳永医院

０８２４ 赤木　恵里 広島大学病院

０８２５ 荒滝　桂子 医療法人あかね会　土谷総合病院

０８２６ 井上　省吾 広島大学病院

０８２７ 上田　勉 広島大学病院

０８２８ 岡本　康正 広島大学病院

０８２９ 小田　登 広島大学病院

０８３０ ＊ 　―

０８３１ ＊ 　―

０８３２ 川野　亮 医療法人かわの医院

０８３３ 木村　智樹 広島大学病院

０８３４ 厚井　裕三子 広島市立広島市民病院

０８３５ 小林　加直 広島大学病院

０８３６ 末松　美玲 広島大学病院

０８３７ 高嶌　寛年 総合病院　庄原赤十字病院

０８３８ 高橋　祥一 広島大学病院

０８３９ 高原　大輔 広島大学病院

０８４０ 田野原　宏美 広島大学病院

０８４１ 津村　薫 広島大学病院

０８４２ 德本　憲昭 広島大学病院

０８４３ 長沖　祐子 広島大学病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０８４４ 中川　貴之 広島大学病院

０８４５ 中下　陽介 県立広島病院

０８４６ 鍋島　巧 広島大学病院

０８４７ 濱田　充子 広島大学病院

０８４８ 浜名　智昭 広島大学病院

０８４９ ＊ 　―

０８５０ 古川　高意 医療法人社団曙会　シムラ病院

０８５１ 山崎　文之 広島大学病院

０８５２ 渡辺　富美子 よりしま内科外科医院

０８５３ 山崎　総一郎 中岡内科

０８５４ 松山　家芳 かるが医院

０８５５ 野村　真哉 長久堂野村病院

０８５６ 高田　進 安佐病院

０８５７ 甲元　公子 広島市立安佐市民病院

０８５８ 坂之上　一朗 広島市立安佐市民病院

０８５９ 伊藤　奈七子 広島市立安佐市民病院

０８６０ 舩岡　慧 広島市立安佐市民病院

０８６１ 佐々木　啓介 広島市立安佐市民病院

０８６２ 三浦　勝也 広島市立安佐市民病院

０８６３ 山本　将輝 広島市立安佐市民病院

０８６４ 梅田　絢子 広島市立安佐市民病院

０８６５ 森　洋子 広島市立安佐市民病院

０８６６ ＊ 　―

０８６７ 岩崎　祐亮 広島市立安佐市民病院

０８６８ 松井　翔吾 広島市立安佐市民病院

０８６９ 宮木　英輔 広島市立安佐市民病院

０８７０ 今岡　泰博 中電病院

０８７１ 村尾　直樹 国家公務員共済組合連合会　広島記念病院

０８７２ 長尾　正嗣 医療法人緑風会　ほうゆう病院

０８７３ 島津　誠之 竹原病院

０８７４ ＊ 　―

０８７５ 前田　佳之 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院
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０８７６ 武藤　毅 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８７７ ＊ 　―

０８７８ 児玉　寛治 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８７９ 野間　文次郎 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８０ 畠山　剛 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８１ 清重　昇 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８２ 高橋　宏幸 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８３ 今岡　祐輝 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８４ 岡田　健司郎 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８５ 木村　次郎 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

０８８６ 田島　進 田島医院

０８８７ 河村　寛 中電病院

０８８８ 平田　文孝 平田内科小児科医院

０８８９ 山口　敏紀 庄原赤十字病院

０８９０ 木阪　智彦 広島大学病院

０８９１ 吉本　真奈美 県立広島病院

０８９２ 野間　翠 県立広島病院

０８９３ 上田　祐華 県立広島病院

０８９４ 伏見　卓郎 尾道市立市民病院

０８９５ 森久　悟 木曽病院

０８９６ 武田　倫子 ＪＡ尾道総合病院

０８９７ 日野　文明 ＪＡ尾道総合病院

０８９８ 山雄　健太郎 ＪＡ尾道総合病院

０８９９ 坂本　旭 ＪＡ尾道総合病院

０９００ 中村　真也 ＪＡ尾道総合病院

０９０１ 上野　沙弥香 ＪＡ尾道総合病院

０９０２ 須澤　仁 ＪＡ尾道総合病院

０９０３ 柳田　梢江 ＪＡ尾道総合病院

０９０４ 上田　大介 ＪＡ尾道総合病院

０９０５ 濵中　喜晴 県立安芸津病院

０９０６ ＊ 　―

０９０７ 艮　雄一郎 井野口病院
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０９０８ 富吉　秀樹 東広島医療センター

０９０９ 笹尾　昌悟 東広島医療センター

０９１０ 村上　功 東広島医療センター

０９１１ 仁熊　利之 東広島医療センター

０９１２ 井上　基樹 東広島医療センター

０９１３ ＊ 　―

０９１４ ＊ 　―

０９１５ 竹内　有則 東広島医療センター

０９１６ 福田　三郎 中国労災病院・外科

０９１７ 熊田　高志 ＪＡ広島総合病院

０９１８ 種村　匡弘 呉医療センター・外科

０９１９ ＊ 　―

０９２０ 深田　聡 呉医療センター・泌尿器科

０９２１ 泉田　泰典 呉医療センター・整形外科

０９２２ 松阪　由紀 呉医療センター・皮膚科

０９２３ 荒木　佑亮 呉医療センター

０９２４ 大賀　健市 呉医療センター

０９２５ 北浦　菜月 呉医療センター

０９２６ 窪田　志保 呉医療センター

０９２７ 原田　崇弘 呉医療センター

０９２８ 渡邉　晋太郎 呉医療センター

０９２９ 寺尾　正子
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

０９３０ 上田　晃嗣
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

０９３１ 多賀　茂樹
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

０９３２ 澤田　麻里
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

０９３３ 村上　敬子
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

０９３４ 武井　史朗 県立広島病院

０９３５ 甲斐　良樹 福山市医師会総合健診センター

０９３６ ＊ 　―

０９３７ 岡本　裕子 井原市民病院

０９３８ 西田　典数 中国学園大学

０９３９ 吉田　徹巳 広島大学病院
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０９４０ ＊ 　―

０９４１ 河田　耕一 松本病院

０９４２ 大西　毅 瀬戸田診療所

０９４３ 小野　広一 因島医師会病院

０９４４ ＊ 　―

０９４５ 長澤　弘明 かなもと医院

０９４６ 佐藤　俊雄 佐藤内科クリニック

０９４７ 宮田　明 尾道市立市民病院

０９４８ 河合　良成 尾道市立市民病院

０９４９ 川真田　修 尾道市立市民病院

０９５０ 小林　英之 尾道市立市民病院

０９５１ 岡　哲生 尾道市立市民病院

０９５２ 前島　玲二郎 尾道市立市民病院

０９５３ 木ノ原　伸久 木ノ原内科小児科医院

０９５４ 中山　茂 中山内科医院

０９５５ 新田　素弘 新田内科医院

０９５６ 藤原　英祐 ふじわら医院

０９５７ 豊田　昌弘 とよた内科クリニック

０９５８ 平賀　正文 平賀内科クリニック

０９５９ 前沖　智子 メディカルパーク野村病院

０９６０ 藤原　久也 広島大学病院

０９６１ 繁田　直史 ＪＡ広島厚生連吉田総合病院

０９６２ 金　宣眞 中電病院

０９６３ 香川　直樹 香川乳腺クリニック

０９６４ 谷　充理 たにクリニック

０９６５ 篠崎　勝則 県立広島病院

０９６６ 井川　敦 県立広島病院

０９６７ 新津　佳恵 県立広島病院

０９６８ 桐谷　玲子 県立広島病院

０９６９ 秋本　悦志 県立広島病院

０９７０ 古庄　立弥 県立広島病院

０９７１ 杉本　智裕 県立広島病院
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０９７２ 亀山　和也 県立広島病院

０９７３ 岡林　大 県立広島病院

０９７４ 井出　隆太 県立広島病院

０９７５ 大村　祐乃 県立広島病院

０９７６ 岸田　祐美 県立広島病院

０９７７ 西田　健介 県立広島病院

０９７８ 三浦　慎一朗 県立広島病院

０９７９ 吉村　幸祐 県立広島病院

０９８０ 古江　俊昭 古江クリニック

０９８１ 豊島　仁 医療法人社団　豊島医院

０９８２ 村田　裕彦
広島医療生活協同組合
広島共立病院

０９８３ 高杉　純好
医療法人
高杉外科整形外科医院

０９８４ 片野　高広
医療法人社団恵正会
三田クリニック

０９８５ 和泉　健
医療法人社団いずみ会
和泉内科消化器医院

０９８６ 矢野　雷太
国家公務員共済組合連合会
広島記念病院

０９８７ 服部　宜裕 総合病院庄原赤十字病院

０９８８ 大谷　博正 医療法人社団　古川医院

０９８９ 牛尾　剛士 医療法人　牛尾内科医院

０９９０ 石田　啓 広島市医師会臨床検査センター

０９９１ 柿　音高 啓愛クリニック

０９９２ 片岡　和彦 広島市立広島市民病院

０９９３ 加藤　卓也 広島市立広島市民病院

０９９４ 松三　雄騎 広島市立広島市民病院

０９９５ 清水　誠一 広島市立広島市民病院

０９９６ 藤原　康宏 広島市立広島市民病院

０９９７ 関野　和 広島市立広島市民病院

０９９８ 宮武　宏和 広島市立広島市民病院

０９９９ 土肥　千紘 広島市立広島市民病院

１０００ 安部　真 広島市立広島市民病院

１００１ 佐々木　美緒 広島市立広島市民病院

１００２ 中野　憲仁 広島市立広島市民病院

１００３ 溝口　理恵 広島市立広島市民病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

１００４ 河村　良太 広島市立広島市民病院

１００５ 松本　恵子 広島市立広島市民病院

１００６ 秋山　卓士 広島市立広島市民病院

１００７ 福増　一郎 広島市立広島市民病院

１００８ 藤重　有紀 広島市立広島市民病院

１００９ 寺田　統子 広島市立広島市民病院

１０１０ 谷本　和香奈 広島市立広島市民病院

１０１１ 江草　憲太郎 広島市立広島市民病院

１０１２ 西村　慎吾 広島市立広島市民病院

１０１３ 栗原　啓介 広島市立広島市民病院

１０１４ 神原　浩 神原病院

１０１５ 村上　正和 矢掛町国民健康保険病院

１０１６ ＊ 　―

１０１７ 原　忠之 医療法人東和会小林病院

１０１８ 山下　久幾 広島西医療センター

１０１９ 妹尾　雅明 妹尾病院

１０２０ 板本　敏行 県立広島病院

１０２１ ＊ 　―

１０２２ 齊藤　俊介 福山市民病院

１０２３ 横尾　賢 福山市民病院

１０２４ 釜付　祐輔 福山市民病院

１０２５ 大川　広 福山市民病院

１０２６ 清山　浩介 福山市民病院

１０２７ 突沖　貴宏 福山市民病院


