
（令和元年度開催）

研修主催者 修了者番号 氏　名

呉医療センター 2981 城山　和久 呉医療センター

呉医療センター 2982 中村　吏江 呉医療センター

呉医療センター 2983 * －

呉医療センター 2984 * －

呉医療センター 2985 小田　尊志 呉医療センター

呉医療センター 2986 松山　稜太郎 呉医療センター

呉医療センター 2987 森内　俊行 呉医療センター

呉医療センター 2988 * －

呉医療センター 2989 川住　明大 呉医療センター

呉医療センター 2990 久野　優人 呉医療センター

呉医療センター 2991 操田　智之 呉医療センター

呉医療センター 2992 * －

呉医療センター 2993 林野　健太 呉医療センター

呉医療センター 2994 * －

呉医療センター 2995 藤山　健太 呉医療センター

呉医療センター 2996 * －

呉医療センター 2997 * －

呉医療センター 2998 宮﨑　佳子 呉医療センター

呉医療センター 2999 * －

福山医療センター 2019-1 * －

福山医療センター 2019-2 * －

福山医療センター 2019-3 片山　明 福山医療センター

福山医療センター 2019-4 * －

福山医療センター 2019-5 * －

福山医療センター 2019-6 * －

福山医療センター 2019-7 𠮷近　諒 福山医療センター

福山医療センター 2019-8 迫川　賢士 済生会広島病院

広島大学病院 2019072101 岡田　守人 広島大学病院

広島大学病院 2019072102 宮田　義浩 広島大学病院

広島大学病院 2019072103 前田　祐吾 広島大学病院

広島大学病院 2019072104 小田　美紀子 広島大学病院

広島大学病院 2019072105 森　拓也 広島大学病院

広島大学病院 2019072106 服部　登 広島大学病院

広島大学病院 2019072107 杉山　英二 広島大学病院

広島大学病院 2019072108 岩本　博志 広島大学病院

広島大学病院 2019072109 後藤　景介 広島大学病院

広島大学病院 2019072110 田妻　進 広島大学病院

広島大学病院 2019072111 栗原　將 広島大学病院

広島大学病院 2019072112 浅尾　友里愛 広島大学病院

広島大学病院 2019072113 * －

緩和ケア研修会修了者名簿

所属施設名（研修修了時）



研修主催者 修了者番号 氏　名 所属施設名（研修修了時）

広島大学病院 2019072114 工藤　昇馬 広島大学病院

広島大学病院 2019072115 小根森　隆広 広島大学病院

広島大学病院 2019072116 山岡　賢治 広島大学病院

広島大学病院 2019072117 野村　拓司 東広島医療センター

広島大学病院 2019072118 上田　智広 公立邑智病院

広島大学病院 2019072119 寺川　宏樹 JR広島病院

広島大学病院 2019072120 上杉　文彦 呉医療センター・中国がんセンター

広島大学病院 2019072121 塚本　高裕 ほーむけあクリニック

広島赤十字・原爆病院 0019 安藤　雄和 広島大学病院

広島赤十字・原爆病院 0020 髙野　政彦 ファミリークリニック森のくまさん

広島赤十字・原爆病院 0021 服部　慎 公立みつぎ総合病院

広島赤十字・原爆病院 0022 * －

広島赤十字・原爆病院 0023 * －

広島赤十字・原爆病院 0024 亀井　望 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0025 鳥越　勇佑 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0026 牛尾　剛己 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0027 久野　優花 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0028 才野　正新 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0029 美野　正彰 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0030 稲見　光浩 広島赤十字・原爆病院

広島赤十字・原爆病院 0031 野村　純平 広島赤十字・原爆病院

市立三次中央病院 344R0101 児玉　節 医療法人優心会　児玉医院

市立三次中央病院 344R0102 小野　厚 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0103 三上　慎祐 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0104 福山　幸 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0105 妹尾　淳弘 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0106 松原　直矢 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0107 上妻　陽介 市立三次中央病院

市立三次中央病院 344R0108 平田　悠樹 市立三次中央病院

呉共済病院 1901 林　隆宏 呉共済病院

呉共済病院 1902 山田　光太郎 呉共済病院

呉共済病院 1903 * －

呉共済病院 1904 * －

呉共済病院 1905 関本　美月 呉共済病院

呉共済病院 1906 小西　智子 呉共済病院

呉共済病院 1907 小林　友哉 呉共済病院

呉共済病院 1908 米田　進吾 呉共済病院

呉共済病院 1909 寺元　秀文 呉共済病院

呉共済病院 1910 栗山　充夫 呉共済病院

呉共済病院 1911 新土井　宣晶 呉共済病院

呉共済病院 1912 橋本　龍慶 呉共済病院

呉共済病院 1913 * －

呉共済病院 1914 山下　哲正 菅田医院



研修主催者 修了者番号 氏　名 所属施設名（研修修了時）

呉共済病院 1915 高瀬　嘉之 海上自衛隊第1術科学校

呉共済病院 1916 山内　崇宏 呉共済病院

呉共済病院 1917 土肥　由裕 呉共済病院

中国中央病院 1 三浦　智子 中国中央病院

中国中央病院 2 野村　奈穂 中国中央病院

中国中央病院 3 鳥越　英次郎 中国中央病院

中国中央病院 4 加耒　倭文磨 中国中央病院

中国中央病院 5 * －

中国中央病院 6 深尾　小百合 中国中央病院

中国中央病院 7 * －

中国中央病院 8 中西　彬 福山医療センター

ＪＡ尾道総合病院 228125 池田　守登 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228126 志田原　幸稔 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228127 * －

ＪＡ尾道総合病院 228128 清水　良 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228129 阿美古　將 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228130 高田　善章 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228131 藤田　真理子 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228132 小林　芙美 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228133 木戸　裕之 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228134 高橋　和希 JA尾道総合病院

ＪＡ尾道総合病院 228135 日高　惟 JA尾道総合病院

広島市立安佐市民病院 1901 * －

広島市立安佐市民病院 1902 山下 拓史 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1903 多田 慎平 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1904 石田 俊介 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1905 * －

広島市立安佐市民病院 1906 重信 修宇也 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1907 村上 欣 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1908 濵田 拓郎 安佐市民病院　

広島市立安佐市民病院 1909 砂川 保幸 砂川クリニック

広島市立広島市民病院 2019001 土手　慶五 広島市立安佐市民病院

広島市立広島市民病院 2019002 住井　公美 県立広島病院

広島市立広島市民病院 2019003 山門　奈央 広島大学病院

広島市立広島市民病院 2019004 亀岡　稔 太田川病院

広島市立広島市民病院 2019005 高田　斎文 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019006 永田　健 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019007 澤木　康一 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019008 庵谷　紘美 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019009 曽田　是則 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019010 * －

広島市立広島市民病院 2019011 * －

広島市立広島市民病院 2019012 * －
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広島市立広島市民病院 2019013 出家　寿々 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019014 西垣内　陽 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019015 三田村　祐里 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019016 森澤　雄己 広島市立広島市民病院

広島市立広島市民病院 2019017 栁田　のぞみ 広島市立広島市民病院

東広島医療センター 102701 * －

東広島医療センター 102702 東　昭史 東広島医療センター

東広島医療センター 102703 前田　和樹 東広島医療センター

東広島医療センター 102704 市場　啓嗣 東広島医療センター

東広島医療センター 102705 神原　智大 東広島医療センター

東広島医療センター 102706 * －

東広島医療センター 102707 平野　耕一 東広島医療センター

東広島医療センター 102708 * －

東広島医療センター 102709 * －

東広島医療センター 102710 横畑　宏樹 東広島医療センター

福山市民病院 201901 * －

福山市民病院 201902 藤田　和久 大田記念病院

福山市民病院 201903 栗栖　理沙 安佐市民病院

福山市民病院 201904 和田　恵実 安佐市民病院

福山市民病院 201905 * －

福山市民病院 201906 * －

広島大学病院 2019121501 松本　正俊 広島大学病院

広島大学病院 2019121502 伊藤　公訓 広島大学病院

広島大学病院 2019121503 森岡　理恵子 広島大学病院

広島大学病院 2019121504 森本　博司 広島大学病院

広島大学病院 2019121505 * －

広島大学病院 2019121506 惠美　純子 広島大学病院

広島大学病院 2019121507 栗栖　薫 広島大学病院

広島大学病院 2019121508 植田　太朗 広島大学病院

広島大学病院 2019121509 久保田　守 広島大学病院

広島大学病院 2019121510 佐藤　央規 広島大学病院

広島大学病院 2019121511 長谷川　博司 広島大学病院

広島大学病院 2019121512 向井  智哉 県立広島病院

広島大学病院 2019121513 坂本　愛子 広島赤十字・原爆病院

広島大学病院 2019121514 洪　伸有基 広島赤十字・原爆病院

広島大学病院 2019121515 宮地　くる実 広島赤十字・原爆病院

広島大学病院 2019121516 曽根　岐仁 そね内科クリニック

広島大学病院 2019121517 松本　祐 広島市立広島市民病院

ＪＡ広島総合病院 2019-1 荘川　知己 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-2 中畠　千恵子 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-3 長谷川　美紗 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-4 濱本　正樹 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-5 石橋　優和 JA広島総合病院
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ＪＡ広島総合病院 2019-6 入江　耕平 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-7 岩田　和佳奈 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-8 洪　早耶佳 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-9 清水　美羽 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-10 住元　遥香 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-11 近本　哲士 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-12 濱永　有華 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-13 原田　怜 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-14 山本　真由 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-15 大岡　達子 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-16 川口　晃 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-17 五月女　洋介 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-18 満谷　尚子 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-19 森田　智子 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-20 安富　和果 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-21 山根　大寛 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-22 波多間　浩輔 JA広島総合病院

ＪＡ広島総合病院 2019-23 向井　俊平 JA広島総合病院

中国労災病院 202001 甘崎　誠史 中国労災病院

中国労災病院 202002 * －

中国労災病院 202003 古賀　知道 中国労災病院

中国労災病院 202004 眞田　哲郎 中国労災病院

中国労災病院 202005 住井　遼平 福山医療センター

中国労災病院 202006 隅田　雄一 中国労災病院

中国労災病院 202007 * －

中国労災病院 202008 * －

中国労災病院 202009 松原　佑貴 中国労災病院

中国労災病院 202010 真鍋　大樹 中国労災病院

中国労災病院 202011 安本　圭秀 中国労災病院

県立広島病院 １ 小道　大輔 県立広島病院

県立広島病院 ２ 住吉　秀律 県立広島病院

県立広島病院 ３ 長ケ原　一也 県立広島病院

県立広島病院 ４ 籬　拓郎 県立広島病院

県立広島病院 ５ 中島　祐美子 県立広島病院

県立広島病院 ６ 松林　秀明 県立広島病院

県立広島病院 ７ 原田　和 県立広島病院

県立広島病院 ８ 中川　正崇 県立広島病院

県立広島病院 ９ 赤木　千夏 県立広島病院

県立広島病院 10 釜木　信行 県立広島病院

県立広島病院 11 平田　裕二 県立広島病院

県立広島病院 12 青木　一真 県立広島病院

県立広島病院 13 池田　真莉香 県立広島病院

県立広島病院 14 井上　公博 県立広島病院

県立広島病院 15 大江　啓之 県立広島病院
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県立広島病院 16 木村　圭那 県立広島病院

県立広島病院 17 畠山　頌章 県立広島病院

県立広島病院 18 初鹿　祐美 県立広島病院

県立広島病院 19 林　佑香 県立広島病院

県立広島病院 20 水戸川　昂樹 県立広島病院

県立広島病院 21 山口　瑞生 県立広島病院

県立広島病院 22 平岡　敬一 県立広島病院

県立広島病院 23 山本　彩華 県立広島病院

県立広島病院 24 土屋　寛奈 県立広島病院

県立広島病院 25 田村　遥 県立広島病院

県立広島病院 26 菊池　友香 広島大学病院

県立広島病院 27 寺元　庸 福島生協病院

県立広島病院 28 松本　敏幸 松本内科循環器科医院

県立広島病院 29 吉岡　宏治 国家公務員共済組合連合会　吉島病院

県立広島病院 30 檜垣　直子 広島大学病院

県立広島病院 31 夏　恒治 広島市立広島市民病院

県立広島病院 32 * －

県立広島病院 33 大野　令央義 広島赤十字・原爆病院

県立広島病院 34 白根　誠 医療法人　白根耳鼻咽喉科

県立広島病院 35 児玉　美穂 広島赤十字・原爆病院


