
修了者番号 氏　名 所属施設名（研修修了時）

１５７８ ＊ 　―

１５７９ 谷本　享生 谷本メディカルクリニック

１５８０ 妹尾　直 広島大学病院・がん化学療法科

１５８１ 久保田　享 住友病院眼科

１５８２ 城　友香理 槇殿順記念病院

１５８３ 沖本　将 井野口病院

１５８４ 藤井　照護 広島西医療センター・泌尿器科

１５８５ 熊野　梨奈 広島西医療センター

１５８６ 髙蓋　寿朗 呉医療センター・血液内科

１５８７ 本田　裕 呉医療センター・婦人科

１５８８ 尾崎　慎治 呉医療センター・乳腺外科

１５８９ 島本　力 呉医療センター・泌尿器科

１５９０ 中村　元信 呉医療センター・精神科

１５９１ 藤田　洋輔 呉医療センター・精神科

１５９２ 澤田　元太 呉医療センター・外科

１５９３ ＊ 　―

１５９４ 森　豪 呉医療センター・消化器科

１５９５ 豊田　有加里 呉医療センター・麻酔科

１５９６ 加藤　俊平 呉医療センター

１５９７ 小林　弘典 呉医療センター

１５９８ 田中　寛士 呉医療センター

１５９９ 西村　朋之 呉医療センター

１６００ 増田　直哉 呉医療センター

１６０１ 鼻岡　浩 鼻岡内科医院

１６０２ 枝廣　徹 えだひろ内科成人病クリニック

１６０３ 松山　善次郎 松山内科

１６０４ 嶋谷　邦彦 広島西医療センター

１６０５ 林　克実 林クリニック

１６０６ 地主　和人 地主クリニック

１６０７ 風呂中　修 ナカムラ病院
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１６０８ 下村　壮司 広島西医療センター

１６０９ 若井　雅貴 ＪＡ広島総合病院

１６１０ 廣川　淳一 ＪＡ広島総合病院

１６１１ 佐々木　秀 ＪＡ広島総合病院

１６１２ 川本　常喬 ＪＡ広島総合病院

１６１３ 平川　佳葉子 ＪＡ広島総合病院

１６１４ 奥　純一 四季が丘クリニック

１６１５ 豊田　ゆかり マツダ病院

１６１６ 古土井　明 ＪＡ広島総合病院

１６１７ 児玉　尭也 ＪＡ広島総合病院

１６１８ 田中　晶康 ＪＡ広島総合病院

１６１９ 加藤　大喜 ＪＡ広島総合病院

１６２０ 中村　眞己 中村医院

１６２１ 頼島　敬 よりしま内科外科医院

１６２２ 山口　弓子 倉掛のぞみ園診療所

１６２３ 横山　正明 妹尾病院

１６２４ 稲束　有希子 広島大学病院

１６２５ 平郡　真記子 広島大学病院

１６２６ 脇　浩司 広島市立安佐市民病院

１６２７ 恵美　学 広島市立安佐市民病院

１６２８ 大原　慎也 広島市立安佐市民病院

１６２９ 山根　高 広島市立安佐市民病院

１６３０ 行武　正伸 広島市立安佐市民病院

１６３１ 伊富貴　雄太 広島市立安佐市民病院

１６３２ 秋本　由美子 広島市立安佐市民病院

１６３３ ＊ 　―

１６３４ 北川　浩樹 広島市立安佐市民病院

１６３５ 神谷　諭史 広島市立安佐市民病院

１６３６ 田村　尚子 広島市立安佐市民病院

１６３７ 原田　拓光 広島市立安佐市民病院

１６３８ 鍵本　篤志 広島市立安佐市民病院

１６３９ 馬場　隆太 広島市立安佐市民病院



修了者番号 氏　名 所属施設名（研修修了時）

１６４０ 田村　陽介 広島市立安佐市民病院

１６４１ 竹本　創 広島市立安佐市民病院

１６４２ 箱田　啓志 広島市立安佐市民病院

１６４３ 河村　尚美 広島市立安佐市民病院

１６４４ ＊ 　―

１６４５ 小笠原　英敬 勝谷・小笠原クリニック

１６４６ 東山　真 庄原赤十字病院

１６４７ 児玉　健一郎 庄原赤十字病院

１６４８ 高張　康介 庄原赤十字病院

１６４９ 中尾　裕貴 市立三次中央病院

１６５０ 高尾　俊 市立三次中央病院

１６５１ 海氣　勇気 市立三次中央病院

１６５２ 濱田　敏秀 市立三次中央病院

１６５３ 吉岡　貴裕 尾道市立市民病院

１６５４ 有安　哲哉 コム・クリニック佐藤

１６５５ 浦久保　直澄 寺岡記念病院

１６５６ 張田　信吾 中国中央病院

１６５７ 葉山　敏光 中国中央病院

１６５８ 栗原　英祐 中国中央病院

１６５９ 吾郷　太介 中国中央病院

１６６０ 枝廣　暁 中国中央病院

１６６１ 高須賀　裕樹 中国中央病院

１６６２ 大亀　正義 中国中央病院

１６６３ 小刀　武幸 こたち胃腸科内科医院

１６６４ 竹本　剛 竹本内科

１６６５ 河野　紘輝 広島大学病院

１６６６ 根石　泰徳 根石医院

１６６７ 倉田　明子 草津病院

１６６８ 佐伯　直志 太田川病院

１６６９ 内川　慎介 中電病院

１６７０ 熊谷　真一 広島大学病院

１６７１ 浦山　彩子 広島大学病院



修了者番号 氏　名 所属施設名（研修修了時）

１６７２ 山田　博康 県立広島病院

１６７３ 桒田　幸央 県立広島病院

１６７４ 隅岡　正昭 県立広島病院

１６７５ 渡邉　千之 県立広島病院

１６７６ 石川　暢久 県立広島病院

１６７７ 西田　紋子 県立広島病院

１６７８ 池田　聡 県立広島病院

１６７９ 森本　謙一 県立広島病院

１６８０ 東　佑美 県立広島病院

１６８１ 宮迫　貴正 県立広島病院

１６８２ 須磨　侑子 県立広島病院

１６８３ 西本　紗帆 県立広島病院

１６８４ 大田　麻由実 県立広島病院

１６８５ 大原　裕美 県立広島病院

１６８６ 宮迫　由季 県立広島病院

１６８７ 岡崎　悠治 県立広島病院

１６８８ 山中　陽介 県立広島病院

１６８９ 松本　唯 県立広島病院

１６９０ 濵岡　彩 県立広島病院

１６９１ 楢﨑　壮志 県立広島病院

１６９２ 大野　綾香 県立広島病院

１６９３ 中野　由香 県立広島病院

１６９４ 増田　結香 県立広島病院

１６９５ 山下　琴巳 県立広島病院

１６９６ 山﨑　由紀子 県立広島病院

１６９７ 好川　基大 廿日市野村病院

１６９８ ＊ 　―

１６９９ 竹田　亮 たけだ内科循環器クリニック

１７００ 木村　厚雄 国家公務員共済組合連合会吉島病院

１７０１ 沖元　達也 国家公務員共済組合連合会吉島病院

１７０２ ＊ 　―

１７０３ 寺岡　義布史 ヒロシマ平松病院
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１７０４ ＊ 　―

１７０５ 村井　斎子 村井内科胃腸科医院

１７０６ 田﨑　達也 ＪＡ廣島総合病院

１７０７ ＊ 　―

１７０８ ＊ 　―

１７０９ 金尾　浩幸 広島赤十字・原爆病院

１７１０ 羽田　裕 広島赤十字・原爆病院

１７１１ 萱島　寛人 広島赤十字・原爆病院

１７１２ 坂野　文香 広島赤十字・原爆病院

１７１３ 千々松　郁枝 広島赤十字・原爆病院

１７１４ 玉本　聖佳 広島赤十字・原爆病院

１７１５ 松原　千春 広島赤十字・原爆病院

１７１６ 赤木　晴菜 広島赤十字・原爆病院

１７１７ 大塚　彩加 広島赤十字・原爆病院

１７１８ 山岡　賢治 広島赤十字・原爆病院

１７１９ 村上　努士 興生総合病院

１７２０ 片山　紀彦 呉市医師会病院

１７２１ 谷脇　雅也 呉共済病院　忠海分院

１７２２ 高橋　広 呉共済病院　忠海分院

１７２３ 梶谷　桂子 広島大学病院

１７２４ 清下　裕介 呉共済病院

１７２５ 門野　充記 呉共済病院

１７２６ 髙橋　紗央里 呉共済病院

１７２７ 松岡　奈津実 呉共済病院

１７２８ 立田　圭 呉共済病院

１７２９ 山田　貴弘 呉共済病院

１７３０ 石川　将 呉共済病院

１７３１ ＊ 　―

１７３２ 石井　芳樹 石井内科

１７３３ 小坂　義秀 府中市民病院

１７３４ 里本　一剛 さともとクリニック

１７３５ 妹尾　智 土肥病院
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１７３６ 則行　敏生 ＪＡ尾道総合病院

１７３７ 中土井　鋼一 ＪＡ尾道総合病院

１７３８ 兼光　梢 ＪＡ尾道総合病院

１７３９ 大道　和佳子 ＪＡ尾道総合病院

１７４０ 内海　孝法 ＪＡ尾道総合病院

１７４１ 大下　真代 ＪＡ尾道総合病院

１７４２ 小野　泰輔 ＪＡ尾道総合病院

１７４３ 村上　千佳 ＪＡ尾道総合病院

１７４４ 和田　あずさ ＪＡ尾道総合病院

１７４５ 吉川　仁 廿日市市吉和診療所

１７４６ 永島　聡美
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１７４７ ＊ 　―

１７４８ 平田　真奈 豊田内科胃腸科

１７４９ 小橋　真司
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１７５０ 寺面　和史 三菱三原病院

１７５１ 山内　亮 三菱三原病院

１７５２ 西井　豪
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１７５３ 山本　絢乃
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１７５４ 宇野　摩耶
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

１７５５ 日山　享士 府中市民病院

１７５６ ＊ 　―

１７５７ 白河　千加子 福山市民病院

１７５８ 川口　稔 川口内科クリニック

１７５９ 友安　敏博 友安クリニック

１７６０ 三木　乃慈子 三木医院

１７６１ 中島　一記 井野口病院

１７６２ 大森　由里子 東広島医療センター

１７６３ 小野　大地 東広島医療センター

１７６４ 武内　康治 東広島医療センター

１７６５ 安田　由美 東広島医療センター

１７６６ 中橋　一嘉 東広島医療センター

１７６７ 佐々木　恭 福山市民病院
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１７６８ 中野　敢友 福山市民病院

１７６９ 日置　勝義 福山市民病院

１７７０ 畑　利彰 福山市民病院

１７７１ 中村　誠 福山市民病院

１７７２ 片山　祐 福山市民病院

１７７３ 中本　翔伍 福山市民病院

１７７４ ＊ 　―

１７７５ 立本　修二 福山城西病院

１７７６ 淺海　信也 福山市民病院

１７７７ 松尾　泰治 広島大学病院　内視鏡診療科

１７７８ 池本　秀昭 あまき内科泌尿器科医院

１７７９ 鷹屋　直 広島医療生活協同組合　広島共立病院　内科

１７８０ ＊ 　―

１７８１ 原田　寿子 医療法人社団三矢会　原田医院

１７８２ 小川　太志 福山市民病院

１７８３ 村上　邦康 医療法人社団アイオワ　戸坂外科医院

１７８４ 湯浅　吉夫 マツダ病院　消化器外科

１７８５ 清水　亘 広島市立舟入市民病院　外科

１７８６ 金廣　哲也 広島市立舟入市民病院　外科

１７８７ 原田　昌彦 医療法人社団三矢会　原田医院

１７８８ 勝田　剛 広島市立広島市民病院　放射線治療科

１７８９ 水木　一仁 広島市立広島市民病院　内科

１７９０ 目黒　俊成 広島市立広島市民病院　脳神経外科

１７９１ 村岡　賢一郎 広島市立広島市民病院　脳神経外科

１７９２ 田邉　智之 広島市立広島市民病院　脳神経外科

１７９３ 大熊　佑 広島市立広島市民病院　脳神経外科

１７９４ 桑原　研 広島市立広島市民病院　脳神経外科

１７９５ 米澤　みほこ 広島市立広島市民病院　麻酔科

１７９６ 笹木　慶子 広島市立広島市民病院　皮膚科

１７９７ 吉村　友里 広島市立広島市民病院　乳腺外科

１７９８ ＊ 　―

１７９９ 三村　直毅 広島市立広島市民病院　外科
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１８００ 雑賀　隆史 広島市立広島市民病院　泌尿器科

１８０１ 枝村　康平 広島市立広島市民病院　泌尿器科

１８０２ 植木　慎一 中国労災病院

１８０３ 小林　佑輔 中国労災病院

１８０４ 薦田　みのり 中国中央病院

１８０５ 佐藤　幸毅 中国労災病院

１８０６ ＊ 　―

１８０７ ＊ 　―

１８０８ 内藤　聡雄 中国労災病院

１８０９ ＊ 　―

１８１０ 西田　功一 中国労災病院

１８１１ 福原　宗太朗 中国労災病院

１８１２ 松原　大樹 中国労災病院

１８１３ 吉田　誠 ＪＡ尾道総合病院

１８１４ 中村　隆治 広島大学病院

１８１５ 川瀬　孝和 広島大学病院

１８１６ 梶原　充 広島大学病院

１８１７ 田邊　和照 広島大学病院

１８１８ 小林　剛 広島大学病院

１８１９ 石山　宏平 広島大学病院

１８２０ 黒田　慎太郎 広島大学病院

１８２１ 安達　智洋 広島大学病院

１８２２ 岡田　賢 広島大学病院

１８２３ 石川　洸 広島大学病院

１８２４ 石德　理訓 広島大学病院

１８２５ 板倉　崇帆 広島大学病院

１８２６ 伊藤　やよいこ 広島大学病院

１８２７ 伊藤　林太郎 広島大学病院

１８２８ 岩川　佳佑 広島大学病院

１８２９ 大澤　真那人 広島大学病院

１８３０ 大田垣　裕 広島大学病院

１８３１ 大谷　里奈 広島大学病院
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１８３２ 岡　正登詩 広島大学病院

１８３３ 岡﨑　裕介 広島大学病院

１８３４ ＊ 　―

１８３５ 木岡　ゆみ 広島大学病院

１８３６ 木村　修士 広島大学病院

１８３７ 呉　晟名 広島大学病院

１８３８ 小畠　彩子 広島大学病院

１８３９ 少前　英樹 広島大学病院

１８４０ 新宮原　久美 広島大学病院

１８４１ 伊達　真琴 広島大学病院

１８４２ 田丸　健太郎 広島大学病院

１８４３ 土谷　朱子 広島大学病院

１８４４ 友清　せらみ 広島大学病院

１８４５ 鍋島　新志 広島大学病院

１８４６ 西田　学 広島大学病院

１８４７ 原　大輔 広島大学病院

１８４８ 藤井　佳菜 広島大学病院

１８４９ 前田　憲志 広島大学病院

１８５０ 正木　龍太郎 広島大学病院

１８５１ 松崎　信治 広島大学病院

１８５２ 松本　彰紘 広島大学病院

１８５３ 村上　智樹 広島大学病院

１８５４ 村上　亘 広島大学病院

１８５５ 弓場　義雄 広島大学病院

１８５６ 渡邉　友彬 広島大学病院


