
修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

００３７ 羽田野　直人 マツダ株式会社マツダ病院

００３８ 栗栖　佳宏 マツダ株式会社マツダ病院

００３９ 城仙　泰一郎 広島パークヒル病院

００４０ 番匠谷　孝廣　 廿日市記念病院

００４１ 松本　陽子 県立広島病院

００４２ 田中　飛鳥 県立広島病院

００４３ 漆原　貴 県立広島病院

００４４ 平井　伸司 県立広島病院

００４５ 上田　猛 県立広島病院

００４６ 桐山　健 県立広島病院

００４７ 山脇　加奈子 県立広島病院

００４８ 占部　智 県立広島病院

００４９ 黒川　博己 県立広島病院

００５０ 畑野　悠 県立広島病院

００５１ 中光　篤志 JA廣島総合病院

００５２ 上神　慎之介 JA廣島総合病院

００５３ 藤解　邦生 JA廣島総合病院

００５４ 桒田　亜希 JA廣島総合病院

００５５ 盛生　慶 JA廣島総合病院

００５６ 玉浦　萌 JA廣島総合病院

００５７ 木村　泰博 きむら内科小児科医院

００５８ 篠崎　正光 やまと病院

００５９ 小林　政則 あおぞら診療所

００６０ 坂下　吉弘 広島記念病院

００６１ 嶋田　徳光 広島記念病院

００６２ 狹田　純 廿日市記念病院

００６３ 斉藤　裕次 斉藤脳外科クリニック

００６４ 中本　貴久 広島市立安佐市民病院

００６５ 杉山　陽一 広島市立安佐市民病院

００６６ 住吉　睦人 医療法人社団住吉医院

（平成２１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）

００６７ 豊田　秀三 豊田内科胃腸科

００６８ 今中　文雄 医療法人社団永楽会前田病院

００６９ 河野　政典 医療法人かわの内科胃腸科

００７０ 姫野　泰雄 姫野内科医院

００７１ 桑原　正樹 済生会呉病院

００７２ ＊ 　―

００７３ 小林　達也 康成病院

００７４ 中野　喜久雄 呉医療センター

００７５ 富永　春海 呉医療センター

００７６ 大庭　信二 呉医療センター

００７７ 平川　治男 呉医療センター

００７８ 桑井　寿雄 呉医療センター

００７９ 中村　紘子 呉医療センター

００８０ 森井　奈央 呉医療センター

００８１ 谷峰　直樹 呉医療センター

００８２ 柾木　慶一 呉医療センター

００８３ 河内　礼子 呉医療センター

００８４ 末宗　慧子 呉医療センター

００８５ 岡島　枝里子 呉医療センター

００８６ 岡谷　健史 呉医療センター

００８７ 原　直之 呉医療センター

００８８ 清水　洋祐 呉医療センター

００８９ 遠藤　俊治 呉医療センター

００９０ 大貫　達也 医療法人社団大貫内科医院

００９１ 高橋　浩一 折口内科医院

００９２ 田部　康次 木阪病院

００９３ 小林　史典 康成病院

００９４ 高橋　宏幸 高橋ホームクリニック

００９５ 日高　昌三 中国労災病院

００９６ 釋舍　竜司 ときや内科

００９７ 大木　恵 南海診療所

００９８ 加賀谷　有行 東広島医療センター



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

００９９ 倉吉　学 東広島医療センター

０１００ 斉藤　保文 東広島医療センター

０１０１ 貞本　誠治 東広島医療センター

０１０２ ＊ 　―

０１０３ 長尾　之靖 東広島医療センター

０１０４ ＊ 　―

０１０５ 藤田　和志 東広島医療センター

０１０６ ＊ 　―

０１０７ 石井　秀将 広島市立安佐市民病院

０１０８ ＊ 　―

０１０９ 河野　尚子 山下産婦人科・内科医院

０１１０ 山下　由喜子 山下産婦人科・内科医院

０１１１ 正岡　智子 正岡クリニック

０１１２ 伊原　信夫 伊原内科医院

０１１３ 中郷　俊五 中郷クリニック東生口診療所

０１１４ 土本　薫 土本ファミリークリニック

０１１５ 岡橋　誠 おかはし内科医院

０１１６ 新田　リヱ 福山市民病院

０１１７ 前原　敬悟 医療法人慈生会前原病院

０１１８ 藤本　修逸 藤本医院

０１１９ 佐藤　麻夕子 福山市民病院

０１２０ 田中　佳人 公立みつぎ総合病院

０１２１ 久保田　益亘 三原市医師会病院

０１２２ 田邊　泰登 田辺クリニック

０１２３ 土橋　敬弘 土橋内科医院

０１２４ 藤原　恵 沼隈病院

０１２５ 石倉　孝訓 沼隈病院

０１２６ 高橋　世行 高橋医院

０１２７ 高橋　佳子 高橋医院

０１２８ 松浦　将浩 安芸市民病院

０１２９ 上塚　大一 尾道市立市民病院

０１３０ 丸山　典良 公立みつぎ総合病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０１３１ 尾﨑　紀仁 JA尾道総合病院

０１３２ 森　直樹 JA尾道総合病院

０１３３ 佐々木　克 JA尾道総合病院

０１３４ 石　光広 JA尾道総合病院

０１３５ 濱岡　道則 JA尾道総合病院

０１３６ 石川　哲大 JA尾道総合病院

０１３７ 友野　勝幸 JA尾道総合病院

０１３８ 田口　和浩 JA尾道総合病院

０１３９ 壽美　裕介 JA尾道総合病院

０１４０ 高橋　元 JA尾道総合病院

０１４１ 立本　直邦 市立三次中央病院

０１４２ 林　直樹 市立三次中央病院

０１４３ 内藤　浩之 市立三次中央病院

０１４４ 清水　晃典 市立三次中央病院

０１４５ 高場　憲夫 高場クリニック

０１４６ 戸谷　完二 戸谷医院

０１４７ 江川　博彌 広島市立安佐市民病院

０１４８ 多幾山　渉 広島市立安佐市民病院

０１４９ 久松　和史 広島市立安佐市民病院

０１５０ 平林　直樹 広島市立安佐市民病院

０１５１ 向田　秀則 広島市立安佐市民病院

０１５２ 田中　英夫 広島市立安佐市民病院

０１５３ 谷本　博利 広島市立安佐市民病院

０１５４ 辻　　恵二 広島市立安佐市民病院

０１５５ 吉岡　宏幸 広島市立安佐市民病院

０１５６ 大下　孝史 広島市立安佐市民病院

０１５７ 菅原　文博 広島市立安佐市民病院

０１５８ 桑原　健一 広島市立安佐市民病院

０１５９ 岩田　和宏 広島市立安佐市民病院

０１６０ 沖田　美佐 広島市立安佐市民病院

０１６１ 秋本　成宏 広島市立安佐市民病院

０１６２ 高山　裕介 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）

０１６３ 日野　佑美 広島市立安佐市民病院

０１６４ 橋本　昌和 広島市立安佐市民病院

０１６５ 上田　玲央奈 広島市立安佐市民病院

０１６６ 木阪　義彦 木阪病院

０１６７ 武地　美保 やちよクリニック

０１６８ 藤本　真弓 小網町ペインクリニック

０１６９ 山本　昌弘 広島赤十字・原爆病院

０１７０ 山﨑　正弘 広島赤十字・原爆病院

０１７１ 池上　靖彦 広島赤十字・原爆病院

０１７２ 新田　朋子 広島赤十字・原爆病院

０１７３ 筒井　信一 広島赤十字・原爆病院

０１７４ 石橋　卓弥 広島赤十字・原爆病院

０１７５ 洲脇　尚子 広島赤十字・原爆病院

０１７６ 作間　俊治 広島赤十字・原爆病院

０１７７ 平田　晃 広島赤十字・原爆病院

０１７８ 前川　隆英 広島赤十字・原爆病院

０１７９ 岡田　邦子 広島赤十字・原爆病院

０１８０ 皆川　詩織 広島赤十字・原爆病院

０１８１ 花田　真理子 広島赤十字・原爆病院

０１８２ 桒田　泰治 広島赤十字・原爆病院

０１８３ 辰川　裕美子 広島赤十字・原爆病院

０１８４ 小林　聡 広島赤十字・原爆病院

０１８５ 枽田　和也 日本鋼管福山病院

０１８６ 宇根　秀則 公立学校共済組合中国中央病院

０１８７ 池田　純 池田医院

０１８８ 大石　明彦 大石病院

０１８９ 増山　和彦 福山仁風荘病院

０１９０ 瀬尾　泰雄 せおクリニック

０１９１ 中川　富夫 福山医療センター

０１９２ 三上　直文 医療法人社団沼南会沼隈病院

０１９３ 吉永　圭一郎 下永病院

０１９４ 岩子　寛 JA府中総合病院
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０１９５ 河合　敬士 医療法人叙叙会福山第一病院

０１９６ 中川　浩一 医療法人叙叙会福山第一病院

０１９７ 長　健 長外科胃腸科医院

０１９８ 幡　英典 福山市民病院

０１９９ 三谷　玲雄 福山市民病院

０２００ 黒瀬　洋平 福山市民病院

０２０１ 畠　和宏 福山市民病院

０２０２ 橋本　香里 福山市民病院

０２０３ 福田　真子 福山市民病院

０２０４ 山下　哲正 福山市民病院

０２０５ 池田　雅彦 福山市民病院

０２０６ 小林　満 福山市民病院

０２０７ 永井　晃 医療法人社団回生会永井医院

０２０８ ＊ 　―

０２０９ 井手　武朗 井手内科クリニック

０２１０ 加納　俊彦 加納内科消化器科

０２１１ 大田垣　博文 大田垣医院

０２１２ 梶山　晃雄 かじやま内科循環器科

０２１３ 松本　勇次 医療法人社団松本内科胃腸科医院

０２１４ 神原　明彦 湯浅内科

０２１５ 橘高　諭 橘高内科小児科医院

０２１６ 石井　直文 石井内科胃腸科医院

０２１７ 阪田　英世 阪田医院

０２１８ 漆畑　貴行 社会医療法人里仁会仁生病院

０２１９ 渡邉　浩司 公立みつぎ総合病院

０２２０ 野﨑　邦浩 尾道市立市民病院

０２２１ 土本　正治 尾道市立市民病院

０２２２ 吉田　明弘 尾道市立市民病院

０２２３ 板倉　淳哉 尾道市立市民病院

０２２４ 浦田　矩代 尾道市立市民病院

０２２５ 辰川　匡史 尾道市立市民病院

０２２６ 中井　肇 尾道市立市民病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０２２７ 公文　龍也 尾道市立市民病院

０２２８ 突沖　満則 尾道市立市民病院

０２２９ 藤野　寿幸 尾道市立市民病院

０２３０ 八木　正人 医療法人社団島谷病院

０２３１ 和久　利彦 公立学校共済組合中国中央病院

０２３２ 水田　昭文 公立学校共済組合中国中央病院

０２３３ ＊ 　―

０２３４ 金子　克彦 福山青葉台病院

０２３５ 前原　弘江 医療法人慈生会前原病院

０２３６ 丸川　將臣 福山医療センター

０２３７ 三好　和也 福山医療センター

０２３８ 野村　長久 福山医療センター

０２３９ 早瀬　良二 福山医療センター

０２４０ 豊川　達也 福山医療センター

０２４１ 宮宗　秀明 福山医療センター

０２４２ 濱野　亮輔 福山医療センター

０２４３ 久本　晃子 福山医療センター

０２４４ 池田　健一郎 福山医療センター

０２４５ 岡本　明子 福山医療センター

０２４６ 水野　創一 福山医療センター

０２４７ 伊藤　翼 広島大学病院

０２４８ 大橋　信之 大橋内科医院

０２４９ 大原　正裕 広島大学病院

０２５０ 小野　智代 広島大学病院

０２５１ 菅　崇暢 広島大学病院

０２５２ 神田　拓 広島大学病院

０２５３ 正路　晃一 広島大学病院

０２５４ 出口　奈穂子 広島大学病院

０２５５ 東條　環樹 北広島町雄鹿原診療所

０２５６ 中布　龍一 広島大学病院

０２５７ 楢原　啓之 広島大学病院

０２５８ 濱本　隆夫 広島大学病院
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０２５９ 平岡　美里 広島大学病院

０２６０ 麓　祥一 広島大学病院

０２６１ 三隅　啓三 広島大学病院

０２６２ 宮原　伸之 広島大学病院

０２６３ 宮本　克利 広島大学病院

０２６４ 栁瀬　哲至 広島大学病院

０２６５ 岡崎　哲和 医療法人社団岡崎医院

０２６６ 本多　元陽 医療法人社団奉佑会本多医院

０２６７ 右田　貴子 広島大学病院

０２６８ 湯川　博美 野島内科医院

０２６９ 望月　信宏 医療法人社団宏精クリニック

０２７０ 藤本　三喜夫 広島記念病院

０２７１ 福場　浩章 福山仁風荘病院

０２７２ 保﨑　泰弘 広島逓信病院

０２７３ 野間　純 広島市立広島市民病院

０２７４ 依光　正枝 広島市立広島市民病院

０２７５ 西野　繁樹 広島市立広島市民病院

０２７６ 二宮　基樹 広島市立広島市民病院

０２７７ 香川　哲也 広島市立広島市民病院

０２７８ 藤　智和 広島市立広島市民病院

０２７９ 杭瀬　崇 広島市立広島市民病院

０２８０ 渡邉　伸一郎 広島市立広島市民病院

０２８１ 竹中　千恵 広島市立広島市民病院

０２８２ 伊藤　充矢 広島市立広島市民病院

０２８３ 西川　敏雄 広島市立広島市民病院

０２８４ ＊ 　―

０２８５ 植松　周二 広島市立広島市民病院

０２８６ 石田　清隆 広島市立広島市民病院

０２８７ 太田　茂 広島市立広島市民病院

０２８８ 上田　明日香 広島市立広島市民病院

０２８９ 植木　亨 広島市立広島市民病院

０２９０ 岩堂　昭太 広島市立広島市民病院
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０２９１ 武藤　純 広島市立広島市民病院

０２９２ 伊東　淳 広島市立広島市民病院

０２９３ 岡部　智行 広島市立広島市民病院

０２９４ 稲葉　裕 寺西診療所

０２９５ 楠部　滋 医療法人社団なんぶ内科医院

０２９６ 馬場　広 馬場病院

０２９７ 佐々木　正博 佐々木医院

０２９８ 梶山　誠司 中国労災病院

０２９９ ＊ 　―

０３００ 山﨑　浩之 医療法人社団仁慈会安田病院

０３０１ 高橋　忠照 東広島医療センター

０３０２ 池田　昌博 東広島医療センター

０３０３ 石田　伸樹 東広島医療センター

０３０４ ＊ 　―

０３０５ 西村　好史 東広島医療センター

０３０６ ＊ 　―

０３０７ 原田　亘 神石高原町立病院

０３０８ 服部　文子 神石高原町立病院

０３０９ 楠　弥子 神石高原町立病院

０３１０ 吉實　憲 吉實クリニック

０３１１ 神原　健 公立学校共済組合中国中央病院

０３１２ 万波　智彦 公立学校共済組合中国中央病院

０３１３ 田野　智之 公立学校共済組合中国中央病院

０３１４ 久山　彰一 公立学校共済組合中国中央病院

０３１５ 高田　暢夫 医療法人叙叙会福山第一病院

０３１６ 安部　博史 さくらの丘クリニック

０３１７ ＊ 　―

０３１８ 山崎　弘貴 城北診療所

０３１９ 遠藤　久之 福山市民病院

０３２０ 中　希久子 福山市民病院

０３２１ 高本　篤 福山市民病院

０３２２ 熊野　健二郎 福山市民病院
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０３２３ 荻田　誠司 福山市民病院

０３２４ ＊ 　―

０３２５ ＊ 　―

０３２６ 藪下　和久 福山市民病院

０３２７ ＊ 　―

０３２８ 伊藤　正興 呉医療センター

０３２９ 西亀　元視 西亀診療院

０３３０ 武田　榮文 医療法人社団武田医院

０３３１ 高橋　信 中国労災病院

０３３２ 前田　正博 医療法人社団永楽会前田病院

０３３３ 塩田　雄太郎 呉共済病院

０３３４ 渡辺　弘司 渡辺小児科循環器科クリニック

０３３５ 廣本　雅之 廣本クリニック

０３３６ 三浦　敏夫 県立安芸津病院

０３３７ 西本　直樹 県立安芸津病院

０３３８ 桒島　利江子 康成病院

０３３９ 豊田　浩美 広島原爆障害対策協議会

０３４０ 杉田　孝 呉医療センター

０３４１ 吉川　幸伸 呉医療センター

０３４２ 加藤　大典 呉医療センター

０３４３ 繁田　正信 呉医療センター

０３４４ 竹原　和宏 呉医療センター

０３４５ 佐村　修 呉医療センター

０３４６ 吉田　敬 呉医療センター

０３４７ ＊ 　―

０３４８ 甲田　俊太郎 呉医療センター

０３４９ ＊ 　―

０３５０ 岩本　崇志 呉医療センター

０３５１ 福原　和秀 呉医療センター

０３５２ 中島　慎介 呉医療センター

０３５３ 山本　宗平 呉医療センター


