
修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

１３３２ 奥田　浩 中電病院・外科

１３３３ 中野　正明 呉医療センター・婦人科

１３３４ 大川　新吾 呉医療センター・整形外科

１３３５ 山下　晋也 呉医療センター・外科

１３３６ 大盛　航 呉医療センター・精神科

１３３７ 久賀　淳一朗 呉医療センター・神経内科

１３３８ 多田　誠 呉医療センター・耳鼻科

１３３９ 壷井　章克 呉医療センター・消化器内科

１３４０ ＊ 　―

１３４１ 天野　孝広 呉医療センター

１３４２ 大谷　真帆子 呉医療センター

１３４３ 小川　あかり 呉医療センター

１３４４ 上村　祐介 呉医療センター

１３４５ 花田　麻衣子 呉医療センター

１３４６ 中尾　正和 ＪＡ広島総合病院

１３４７ 藤浪　一宏 藤浪医院

１３４８ 藤本　英夫 広島鉄道病院

１３４９ 山東　敬弘 山東クリニック

１３５０ ＊ 　―

１３５１ 下地　清史 ＪＡ広島総合病院

１３５２ 永島　慎太郎 ＪＡ広島総合病院

１３５３ 中野　貴之 ＪＡ広島総合病院

１３５４ 棚橋　弘貴 ＪＡ広島総合病院

１３５５ 田妻　昌 ＪＡ広島総合病院

１３５６ 末廣　洋介 ＪＡ広島総合病院

１３５７ 山口　哲司 ＪＡ広島総合病院

１３５８ 筒井　徹 ＪＡ広島総合病院

１３５９ 天野　愛純香 ＪＡ広島総合病院

１３６０ 馬場　健太 ＪＡ広島総合病院

１３６１ 田口　慧 ＪＡ広島総合病院
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１３６２ 本田　寛和 ＪＡ広島総合病院

１３６３ 林　晴奈 ＪＡ広島総合病院

１３６４ 佐々木　充 ＪＡ広島総合病院

１３６５ 佐伯　俊成 市立三次中央病院

１３６６ 髙石　英樹 たかいしクリニック

１３６７ 川口　正晴 川口クリニック

１３６８ ＊ 　―

１３６９ 河野　秀和 ＪＡ広島総合病院

１３７０ 山田　恭平 広島西医療センター

１３７１ 末岡　敬浩 広島西医療センター

１３７２ 若林　優 ＪＡ広島総合病院

１３７３ 碓井内科胃腸科医院

１３７４ 吉田　知己 よしだハートクリニック

１３７５ 岸　直人 シムラ病院

１３７６ 田中　智子 マツダ病院

１３７７ 松野　清 松野クリニック

１３７８ 浅野　聰平 妹尾病院

１３７９ 馬場﨑　隆志 県立広島病院

１３８０ ＊ 　―

１３８１ 高本　晴子 広島鉄道病院

１３８２ 撰　香織 ナカムラ病院

１３８３ 池尻　佑美 広島大学病院

１３８４ 片山　雄太 広島赤十字・原爆病院

１３８５ ＊ 　―

１３８６ ＊ 　―

１３８７ 相坂　康之 広島赤十字・原爆病院

１３８８ 浜本　和子 広島赤十字・原爆病院

１３８９ 辻田　英司 広島赤十字・原爆病院

１３９０ 猪川　栄興 広島赤十字・原爆病院

１３９１ 羽嶋　正明 広島赤十字・原爆病院

１３９２ 園山　徹 広島赤十字・原爆病院

１３９３ 住井　淳一 広島赤十字・原爆病院
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１３９４ 土石川　佳世 広島赤十字・原爆病院

１３９５ 佐野　敏明 医療法人佐野内科医院

１３９６ 長　誠司 長外科胃腸科医院

１３９７ 金谷　経律 健照会セオ病院

１３９８ 井上　雅博 大田記念病院

１３９９ 垣内　好信 大田記念病院

１４００ 加藤　節司 仁寿会加藤病院

１４０１ 栗本　悦子 中国中央病院

１４０２ 土橋　優子 中国中央病院

１４０３ 高橋　寛子 中国中央病院

１４０４ 妹尾　賢 中国中央病院

１４０５ 栗山　志帆 中国中央病院

１４０６ 佐藤　佳代子 中国中央病院

１４０７ 大本　崇 大本内科

１４０８ 山木戸　英人 江島医院

１４０９ 馬場　信年 馬場クリニック

１４１０ 金谷　雄生 金谷医院

１４１１ 平岡　敬生 平岡医院

１４１２ 山本　篤志 西条ときわクリニック

１４１３ 山本　雅子 西条ときわクリニック

１４１４ 冨原　幹子 冨原脳神経外科医院

１４１５ 中谷　一彌 中谷外科医院

１４１６ 河岡　友和 広島大学病院

１４１７ 小林　益樹 日比野病院

１４１８ 三宅　一善 広島共立病院

１４１９ ＊ 　―

１４２０ 望月　哲矢 広島西医療センター

１４２１ 木村　まり 済生会呉病院

１４２２ 池原　郁子 浜脇整形外科病院

１４２３ 大谷　一郎 県立広島病院

１４２４ 吹上　綾美 県立広島病院

１４２５ 角　奈保子 県立広島病院
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１４２６ 松原　啓壮 県立広島病院

１４２７ 清戸　翔 県立広島病院

１４２８ 荒田　了輔 県立広島病院

１４２９ 森元　晋 県立広島病院

１４３０ 田辺　輝真 県立広島病院

１４３１ 野間　康輔 県立広島病院

１４３２ 上田　諒吏 県立広島病院

１４３３ 永澤　昌 市立三次中央病院

１４３４ 實綿　慶 市立三次中央病院

１４３５ 岡崎　哲和 医療法人社団　岡崎医院

１４３６ 岩佐　嗣夫 総合病院　庄原赤十字病院

１４３７ ＊ 　―

１４３８ 二宮　正則 医療法人社団恵正会　二宮内科

１４３９ 橘高　英之 橘高クリニック

１４４０ 大西　圭一 公立みつぎ総合病院

１４４１ 山本　亮輔 山本医院

１４４２ 巻幡　清 田熊巻幡医院

１４４３ 花田　敬士 ＪＡ尾道総合病院

１４４４ 中原　雅浩 ＪＡ尾道総合病院

１４４５ 西田　賢司 ＪＡ尾道総合病院

１４４６ 竹元　雄紀 ＪＡ尾道総合病院

１４４７ 笹田　将吾 ＪＡ尾道総合病院

１４４８ 川崎　正憲 ＪＡ尾道総合病院

１４４９ 池本　珠莉 ＪＡ尾道総合病院

１４５０ 増田　幹雄 増田内科小児科医院

１４５１ 児玉　篤 こだま整形外科医院

１４５２ 吉見　達也 吉見内科小児科医院

１４５３ 竹本　博明 にのみや往診クリニック

１４５４ 東　悠介 安芸太田病院

１４５５ 大森　一郎 広島市立安佐市民病院

１４５６ 木原　香織 広島市立安佐市民病院

１４５７ 原田　和歌子 広島市立安佐市民病院
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１４５８ 木村　茂 広島市立安佐市民病院

１４５９ 髙田　俊介 広島市立安佐市民病院

１４６０ ＊ 　―

１４６１ ＊ 　―

１４６２ ＊ 　―

１４６３ 波若　秀幸 広島市立安佐市民病院

１４６４ ＊ 　―

１４６５ 山本　尚子 広島市立安佐市民病院

１４６６ 小川　喬史 広島市立安佐市民病院

１４６７ 村田　年弘 尾道市立市民病院

１４６８ 圓光　腎希 尾道市立市民病院

１４６９ 金尾　浩一郎 尾道市立市民病院

１４７０ 宮島　佑一 尾道市立市民病院

１４７１ 武田　晋平 庄原市立西城市民病院

１４７２ 松枝　克典 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４７３ 宇田　憲司 うだ胃腸科内科外科クリニック

１４７４ 野々下　崇 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４７５ ＊ 　―

１４７６ 丸山　敬一 福山リハビリテーション病院

１４７７ 永井　あや 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４７８ 青景　正展 青景医院

１４７９ 表　静馬 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４８０ 渡邊　一雄 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４８１ 常光　洋輔 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

１４８２ 采谷　英男 広島赤十字原爆病院

１４８３ 寺元　康 寺元医院

１４８４ 河毛　利顕 呉共済病院

１４８５ ＊ 　―

１４８６ 橋本　悠 呉共済病院

１４８７ 白川　賢司 呉共済病院

１４８８ ＊ 　―

１４８９ 村井　智 呉共済病院
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１４９０ 藤原　雅親 藤原内科医院

１４９１ 大久保　剛 東広島医療センター

１４９２ 花木　英明 東広島医療センター

１４９３ 山根　宏昭 東広島医療センター

１４９４ 溝田　志乃里 東広島医療センター

１４９５ 西江　学 福山医療センター

１４９６ 廣瀬　匡 福山市民病院

１４９７ 目瀬　浩 福山市民病院

１４９８ 山本　大介 福山市民病院

１４９９ 河田　健吾 福山市民病院

１５００ 小林　由佳 福山市民病院

１５０１ ＊ 　―

１５０２ 冨田　陽介 福山市民病院

１５０３ 細羽　梨花 福山市民病院

１５０４ 田代　忠晴 総合病院　福島生協病院

１５０５ 辰上　雅名 医療法人社団　辰上内科医院

１５０６ 森田　理沙 広島赤十字・原爆病院

１５０７ 山本　周子 広島鉄道病院

１５０８ 山﨑　ゆみ 医療法人社団　加川整形外科病院

１５０９ 山口　剛 やまぐちホームケアクリニック

１５１０ 小林　豊 医療法人社団ヤマナ会　東広島整形外科クリニック

１５１１ 吉本　恵里子 県立広島病院

１５１２ 野田　昌昭 広島市立広島市民病院　血液内科

１５１３ 小島　康知 広島市立広島市民病院　外科

１５１４ 佐藤　太祐 広島市立広島市民病院　外科

１５１５ ＊ 　―

１５１６ 髙橋　一剛 広島市立広島市民病院　外科

１５１７ 岩井　伸哉 広島市立広島市民病院　形成外科

１５１８ 児玉　昌子 広島市立広島市民病院　麻酔科

１５１９ 小川　恒由 広島市立広島市民病院　内科

１５２０ 大林　由佳 広島市立広島市民病院　内科

１５２１ 坂口　琢紀 広島市立広島市民病院　内科
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１５２２ 公文　恵美子 広島市立広島市民病院　内科

１５２３ 藤井　佑樹 広島市立広島市民病院　内科

１５２４ 梶原　友紀子 広島市立広島市民病院　乳腺外科

１５２５ 日下　信行 広島市立広島市民病院　泌尿器科

１５２６ ＊ 　―

１５２７ ＊ 　―

１５２８ 西條　昌之 広島市立広島市民病院　産科

１５２９ 赤羽　慎太郎 中国労災病院

１５３０ 稲垣　克哲 中国労災病院

１５３１ ＊ 　―

１５３２ ＊ 　―

１５３３ 田澤　宏文 中国労災病院

１５３４ 築家　恵美 中国労災病院

１５３５ ＊ 　―

１５３６ 中村　有希 中国労災病院

１５３７ 平野　哲朗 中国労災病院

１５３８ 冨士　智世 中国労災病院

１５３９ 宮内　俊介 広島大学病院

１５４０ 守屋　尚 中国労災病院

１５４１ 横江　裕幸 中国労災病院

１５４２ 横田　厳 中国労災病院

１５４３ 赤木　元紀 広島大学病院

１５４４ 荒木　基亮 広島大学病院

１５４５ 稲田　修吾 広島大学病院

１５４６ 井上　暢子 広島大学病院

１５４７ 宇野　久光 日本赤十字広島看護大学

１５４８ 大﨑　慶子 広島大学病院

１５４９ 大谷　俊人 広島大学病院

１５５０ 甲斐　一華 広島大学病院

１５５１ 金児　奈瑠香 広島大学病院

１５５２ 木田　迪子 広島大学病院

１５５３ 木村　優里 広島大学病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

１５５４ 國﨑　篤 広島大学病院

１５５５ 家護谷　泰秀 広島三菱病院

１５５６ 小林　賢惣 小林内科医院

１５５７ 小林　弘典 広島記念病院

１５５８ 坂手　慎太郎 広島大学病院

１５５９ 佐川　純司 広島大学病院

１５６０ 佐藤　只空 広島大学病院

１５６１ 鮫島　克佳 広島大学病院

１５６２ 杉山　一彦 広島大学病院

１５６３ 鈴木　江梨 広島大学病院

１５６４ ＊ 　―

１５６５ 武田　充史 広島大学病院

１５６６ 田村　知子 広島赤十字・原爆病院

１５６７ 長野　千尋 広島大学病院

１５６８ 野坂　豪 広島大学病院

１５６９ 濱崎　晶 広島大学病院

１５７０ 兵頭　英出夫 広島大学病院

１５７１ 平田　英司 広島大学病院

１５７２ 藤原　弘道 広島大学病院

１５７３ 藤原　誠 広島大学病院

１５７４ 松原　誠 広島大学病院

１５７５ 宮本　勝也 広島記念病院

１５７６ 三好　庸介 広島大学病院

１５７７ 百木　義光 医療法人八千代会　やちよクリニック


