
修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０３５４ 森本　忠雄 医療法人社団森本医院

０３５５ ＊ 　―

０３５６ 谷口　正彦 谷口クリニック

０３５７ 高橋　護 中国労災病院

０３５８ 白川　泰山 マッターホルンリハビリテーション病院

０３５９ 藤﨑　成至 中国労災病院

０３６０ 栗原　毅 呉記念クリニック

０３６１ 谷山　清己 呉医療センター

０３６２ 山下　芳典 呉医療センター

０３６３ 畑中　信良 呉医療センター

０３６４ ＊ 　―

０３６５ ＊ 　―

０３６６ 倉都　滋之 呉医療センター

０３６７ 川上　洋介 呉医療センター

０３６８ ＊ 　―

０３６９ 河野　博孝 呉医療センター

０３７０ ＊ 　―

０３７１ 山口　厚 呉医療センター

０３７２ 原田　洋明 呉医療センター

０３７３ ＊ 　―

０３７４ 真田　聖子 呉医療センター

０３７５ 伊藤　琢生 呉医療センター

０３７６ 平田　真由子 呉医療センター

０３７７ 伊禮　俊充 呉医療センター

０３７８ 黒田　芳明 呉医療センター

０３７９ 倉岡　和矢 呉医療センター

０３８０ ＊ 　―

０３８１ 古玉　純子 呉医療センター

０３８２ ＊ 　―

０３８３ 杉田　憲彦 呉医療センター

（平成２２年度開催）

緩和ケア研修会修了者名簿



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０３８４ 伊村　慶紀 呉医療センター

０３８５ ＊ 　―

０３８６ 高橋　裕代 呉医療センター

０３８７ 渡部　雅子 呉医療センター

０３８８ 長谷　諭 呉共済病院

０３８９ 児玉　真也 JA吉田総合病院

０３９０ 丸山　高司 太田川病院

０３９１ 河原　道夫 広島パークヒル病院

０３９２ 森末　正博 楠本病院

０３９３ 橋本　泰年 中国労災病院

０３９４ 岩田　尚士 医療法人社団曙会シムラ病院

０３９５ 石田　亮子 生協さえき病院

０３９６ 檜山　英三 広島大学病院

０３９７ 眞次　康弘 県立広島病院

０３９８ 中原　英樹 県立広島病院

０３９９ 熊谷　正俊 県立広島病院

０４００ 山内　理海 県立広島病院

０４０１ 平位　知久 県立広島病院

０４０２ 宮森　純子 県立広島病院

０４０３ 冨永　明子 県立広島病院

０４０４ 井上　秀樹 医療法人社団曙会シムラ病院

０４０５ 香川　佳寛 野村病院

０４０６ 加太　周 広島共立病院

０４０７ 高永甲　文男 広島共立病院

０４０８ 小西　太 広島在宅クリニツク

０４０９ 佐々木　孝弘 呉みどりケ丘病院

０４１０ 佐藤　幸雄 三原市医師会病院

０４１１ 重本　憲一郎 医療法人社団一陽会原田病院

０４１２ 山下　和臣 医療法人社団一陽会原田病院

０４１３ 山下　秀樹 医療法人社団一陽会原田病院

０４１４ 谷本　雅伯 谷本クリニック

０４１５ 波田　佳範 波田歯科医院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０４１６ 若佐　友慶 ワカサ・リハビリ病院

０４１７ 木下　尚弘 呉医療センター

０４１８ 吉良　臣介 広島赤十字・原爆病院

０４１９ 湯浅　博美 広島赤十字・原爆病院

０４２０ 粟屋　浩一 広島赤十字・原爆病院

０４２１ 小副川　敦 広島赤十字・原爆病院

０４２２ 吉永　敬士 広島赤十字・原爆病院

０４２３ 山本　学 広島赤十字・原爆病院

０４２４ 高取　明正 広島赤十字・原爆病院

０４２５ 松浦　寛司 広島赤十字・原爆病院

０４２６ 藤田　善教 広島赤十字・原爆病院

０４２７ 石原　具和 広島赤十字・原爆病院

０４２８ 石島　見佳子 広島赤十字・原爆病院

０４２９ 國原　紗代子 広島赤十字・原爆病院

０４３０ 髙橋　一平 広島赤十字・原爆病院

０４３１ 前田　絢子 広島赤十字・原爆病院

０４３２ 沖田　元一 広島赤十字・原爆病院

０４３３ 槇田　隆二 医療法人社団まきだクリニック

０４３４ 伊藤　欣朗 伊藤内科医院

０４３５ ＊ 　―

０４３６ 大下　恭子 広島大学病院

０４３７ 大谷　晴美
医療法人社団古川医院
介護老人保健施設熊野ゆうあいホーム

０４３８ 大森　慶太郎 広島大学病院

０４３９ 北口　浩 総合病院福島生協病院

０４４０ 小西　和男 広島大学病院

０４４１ 小武家　俊哉 医療法人宗斉会須波宗斉会病院

０４４２ 田口　志麻 広島大学病院

０４４３ 信實　孝洋 広島大学病院

０４４４ 野村　美智子 医療法人長久堂野村病院

０４４５ 檜山　桂子 広島大学病院

０４４６ 平本　博文 広島大学病院

０４４７ 水野　一枝 医療法人みずの会さんよう水野病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０４４８ 宮崎　こずえ 吉島病院

０４４９ 守田　善行 公立世羅中央病院

０４５０ 山崎　友美 広島大学病院

０４５１ 松本　千香子 JA廣島総合病院

０４５２ 藤本　佳史 JA廣島総合病院

０４５３ 香山　茂平 JA廣島総合病院

０４５４ 加納　幹浩 JA廣島総合病院

０４５５ 近藤　丈博 JA廣島総合病院

０４５６ 幸　慎太郎 JA廣島総合病院

０４５７ 石田　吉樹 JA廣島総合病院

０４５８ 垰越　宏幸 JA廣島総合病院

０４５９ 菅　宏美 JA廣島総合病院

０４６０ 瀧川　英彦 JA廣島総合病院

０４６１ 中増　昭久 JA廣島総合病院

０４６２ 高田　菜々子 JA廣島総合病院

０４６３ 水野　尚士 医療法人みずの会さんよう水野病院

０４６４ 八幡　浩 八幡クリニック

０４６５ 石田　裕 医療法人社団石田外科

０４６６ 大江　一彦 医療法人大江内科医院

０４６７ 秦　英博 黄内科医院

０４６８ 藤原　秀文 福島生協内科クリニック

０４６９ 山根　康彦 大和橋医院

０４７０ 福山　慎二 生協さえき病院

０４７１ 中村　洋 西原なかむらクリニック

０４７２ 望月　さや 医療法人社団加川整形外科病院

０４７３ 山本　弥寿子 広島大学病院

０４７４ ＊ 　―

０４７５ 鳴戸　謙嗣 内科・外科鳴戸医院

０４７６ 中西　重清 中西内科

０４７７ 戸谷　誠二 戸谷医院

０４７８ 津島　弘文 医療法人津島医院

０４７９ 堀川　正城 堀川レディースクリニック



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０４８０ 鎌田　耕治 総合病院庄原赤十字病院

０４８１ 福原　崇之 総合病院庄原赤十字病院

０４８２ 舛田　裕道 総合病院庄原赤十字病院

０４８３ 谷口　真理 総合病院庄原赤十字病院

０４８４ 松本　富夫 総合病院庄原赤十字病院

０４８５ 粟屋　禎一 市立三次中央病院

０４８６ 越智　誠 市立三次中央病院

０４８７ 樽谷　貴之 市立三次中央病院

０４８８ 栁谷　忠雄 市立三次中央病院

０４８９ 佐渡　友浩 市立三次中央病院

０４９０ 野中　裕広 市立三次中央病院

０４９１ 小松　正明 市立三次中央病院

０４９２ 木村　隆信 福山城西病院

０４９３ 有木　則文 有木医院

０４９４ 園部　宏 公立学校共済組合中国中央病院

０４９５ 劔持　雅一 公立学校共済組合中国中央病院

０４９６ 増成　太郎 公立学校共済組合中国中央病院

０４９７ 岡田　俊明 公立学校共済組合中国中央病院

０４９８ 浜田　史洋 日本鋼管福山病院

０４９９ 渡邉　哲也 日本鋼管福山病院

０５００ 赤木　琴江 公立学校共済組合中国中央病院

０５０１ 小田　幸治 福山市民病院

０５０２ 榮　浩行 福山市民病院

０５０３ 井上　雅博 藤井病院

０５０４ 小野田　正 総合病院庄原赤十字病院

０５０５ 加藤　芳朗 小椿クリニック

０５０６ 檀上　賢次 福山市民病院附属神辺診療所

０５０７ 久保田　哲史 福山市民病院

０５０８ 河本　慧 福山市民病院

０５０９ 名和　徹 福山市民病院

０５１０ 原田　馨太 福山市民病院

０５１１ 吉岡　孝 福山市民病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０５１２ 丸谷　盛雄 丸谷循環器科内科医院

０５１３ 松本　光仁 医療法人社団神田会木曽病院

０５１４ 田頭　誠 医療法人たがしら医院

０５１５ 久山　栄一 医療法人久山内科医院

０５１６ 米花　孝文 米花医院

０５１７ 松本　偉男 医療法人社団重松会松本病院

０５１８ 谷本　琢也 公立みつぎ総合病院

０５１９ 宇田　征史 尾道市立市民病院

０５２０ 甲斐　誠二 尾道市立市民病院

０５２１ 奥崎　健 三原市医師会病院

０５２２ 有本　之嗣 医療法人宗斉会須波宗斉会病院

０５２３ 向井　勝紀 三菱三原病院

０５２４ 平野　巨通 JA尾道総合病院

０５２５ 塩谷　咲千子 JA尾道総合病院

０５２６ 住谷　大輔 JA尾道総合病院

０５２７ 山木　実 JA尾道総合病院

０５２８ 三好　剛一 JA尾道総合病院

０５２９ 長　陽子 JA尾道総合病院

０５３０ 沼田　賢治 JA尾道総合病院

０５３１ 住元　庸二 JA尾道総合病院

０５３２ 名護　元志 JA尾道総合病院

０５３３ 佐上　晋太郎 JA尾道総合病院

０５３４ 畑村　東一 広島市立安佐市民病院

０５３５ 山口　覚博 広島市立安佐市民病院

０５３６ 結城　常譜 安芸太田病院

０５３７ 森谷　知恵 安佐在宅診療クリニック

０５３８ 三好　綾子 広島市立安佐市民病院

０５３９ 吉村　紀子 広島市立安佐市民病院

０５４０ ＊ 　―

０５４１ 大越　裕章 広島市立安佐市民病院

０５４２ 佐伯　修二 広島市立安佐市民病院

０５４３ 松原　佳子 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）

０５４４ 横山　尚子 広島市立安佐市民病院

０５４５ 三田　耕司 広島市立安佐市民病院

０５４６ 三村　剛史 広島市立安佐市民病院

０５４７ 上田　裕之 広島市立安佐市民病院

０５４８ 鴫田　賢次郎 広島市立安佐市民病院

０５４９ 野田　英貴 広島市立安佐市民病院

０５５０ 西廻　和春 西廻クリニック

０５５１ 児玉　美千世 済生会広島病院

０５５２ 新津　宏明 広島市立安佐市民病院

０５５３ 浦野　真一 総合病院庄原赤十字病院

０５５４ 新宅谷　隆太 広島市立安佐市民病院

０５５５ 宮地　康夫 医療法人社団清康会宮地クリニック

０５５６ ＊ 　―

０５５７ 板阪　和雅 板阪内科小児科医院

０５５８ 三宅　規之 三宅医院

０５５９ 壺井　克敏 医療法人つぼい医院

０５６０ 河本　紀一 因島総合病院

０５６１ 笹田　伸介 三原市医師会病院

０５６２ 麻生　光美 尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所

０５６３ 上山　聰 総合病院三原赤十字病院

０５６４ 藤田　道雄 藤田内科医院

０５６５ 伊藤　勝陽 JA尾道総合病院

０５６６ 繆　旭 JA尾道総合病院

０５６７ 花岡　理子 JA尾道総合病院

０５６８ 久保田　暢人 尾道市立市民病院

０５６９ 城戸　雄一 尾道市立市民病院

０５７０ 福田　雄一 尾道市立市民病院

０５７１ 浅海　智之 尾道市立市民病院

０５７２ 角　祐一郎 医療法人社団向日葵会角医院

０５７３ 亀田　彰 済生会広島病院

０５７４ 坪河　太 公立下蒲刈病院

０５７５ 林　經堯 広島県赤十字血液センター



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０５７６ 近藤　圭一 呉共済病院忠海分院

０５７７ 三好　信和 呉共済病院

０５７８ 布袋　裕士 呉共済病院

０５７９ ＊ 　―

０５８０ 今井　茂郎 呉共済病院

０５８１ 松本　理恵 呉共済病院

０５８２ ＊ 　―

０５８３ 高田　佳輝 呉共済病院

０５８４ ＊ 　―

０５８５ 岡本　志朗 呉共済病院

０５８６ 壺井　智史 呉共済病院

０５８７ 吉田　敦史 呉共済病院

０５８８ 東森　秀年 呉共済病院

０５８９ 津島　健 呉共済病院

０５９０ 井上　文之 井上病院

０５９１ 小林　道男 医療法人社団豊永会小林医院

０５９２ 坂井　宣行 さかい内科

０５９３ 藤井　孝司 医療法人ふじい内科循環器科

０５９４ 井上　育忠 井上医院

０５９５ 藤森　恭孝 ふじもり医院

０５９６ 吉鷹　知也 医療法人よしたかクリニック

０５９７ ＊ 　―

０５９８ 德永　敬 德永医院

０５９９ 小畠　敏嗣 こばたけ医院

０６００ 齋藤　あゆみ 医療法人まこと会クリニック和田

０６０１ 三上　佳子 医療法人社団翠仁会三上病院

０６０２ 後藤　友彦 医療法人社団升谷医院

０６０３ 竹本　雅雄 竹本内科循環器科

０６０４ 谷本　康信 医療法人仁康会本郷中央病院

０６０５ 高橋　勲 高橋内科小児科医院

０６０６ 亀井　文恵 医療法人社団妹尾内科

０６０７ 田村　朋季 公立学校共済組合中国中央病院
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０６０８ 西岡　智司 医療法人社団まこと会神辺内科医院

０６０９ ＊ 　―

０６１０ 小畠　眞 医療法人社団小畠クリニック

０６１１ 中山　博之 JA府中総合病院

０６１２ 髙橋　健司 福山医療センター

０６１３ 井口　哲彦 井口耳鼻咽喉科眼科医院

０６１４ 小林　直廣 社会医療法人里仁会白龍湖病院

０６１５ ＊ 　―

０６１６ 中田　嘉夫 なかた内科医院

０６１７ 大屋　敏秀 中国労災病院

０６１８ 江藤　高陽 中国労災病院

０６１９ 先本　秀人 中国労災病院

０６２０ 清水　雅宏 清水医院

０６２１ 瀬分　典雄 瀬分内科医院

０６２２ 寺本　秀樹 東広島医療センター

０６２３ 寺本　三枝 東広島医療センター

０６２４ 杉本　一郎 東広島医療センター

０６２５ 増田　憲治 東広島医療センター

０６２６ 後藤　栄造 東広島医療センター

０６２７ 三好　裕美 東広島医療センター

０６２８ 赤山　幸一 東広島医療センター

０６２９ 天野　美緒 広島大学病院

０６３０ ＊ 　―

０６３１ ＊ 　―

０６３２ 及川　奈緒子 広島大学病院

０６３３ 大野　敦司 広島大学病院

０６３４ 岡林　清司 コールメディカルクリニック広島

０６３５ 梶原　佳則 広島大学病院

０６３６ 河島　茉澄 広島大学病院

０６３７ 川渕　義治 医療法人メディカルパーク　野村病院

０６３８ 河村　讓 医療法人財団愛人会　河村病院

０６３９ 木保　正彦 JA尾道総合病院



修了者番号 氏名 所属施設名（研修修了時）

０６４０ 権　理奈 広島大学病院

０６４１ 坂井　晃 広島大学病院

０６４２ 佐賀　庸男 公立下蒲刈病院

０６４３ 杉本　由紀 広島大学病院

０６４４ ＊ 　―

０６４５ 樽谷　美保 広島大学病院

０６４６ 豊田　和宏 広島記念病院

０６４７ 西原　雅浩 土谷総合病院

０６４８ 西本　武史 広島大学病院

０６４９ ＊ 　―

０６５０ 檜垣　重俊 一ノ瀬病院

０６５１ 檜井　孝夫 広島大学病院

０６５２ 平賀　裕之 本通トータルヘルス内科クリニック

０６５３ 藤田　毅 岡田外科医院

０６５４ 本田　洋士 広島大学病院

０６５５ 増本　弘史 広島大学病院

０６５６ 水入　寛純 医療法人メディカルパーク　野村病院

０６５７ 村上　祐司 広島大学病院

０６５８ ＊ 　―

０６５９ 渡邊　陽祐 広島大学病院

０６６０ 野間　靖彬 野間クリニック

０６６１ 佐々木　英夫 佐々木内科・呼吸器科クリニック

０６６２ 及川　和郎 野間クリニック

０６６３ 沖田　進司 中国労災病院

０６６４ 野村　正博 賀茂精神医療センター

０６６５ 山本　道法 呉医療センター

０６６６ 北山　保博 呉医療センター

０６６７ 宮本　和明 呉医療センター

０６６８ 安本　正徳 呉医療センター

０６６９ 中前　尚久 呉医療センター

０６７０ 沖川　佳子 呉医療センター

０６７１ 井上　雅史 呉医療センター
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０６７２ 大下　純平 呉医療センター

０６７３ 仁井谷　学 呉医療センター

０６７４ ＊ 　―

０６７５ 木村　朗子 呉医療センター

０６７６ ＊ 　―

０６７７ 岡本　啓 呉医療センター

０６７８ 木村　治紀 呉医療センター

０６７９ ＊ 　―

０６８０ 水本　健 呉医療センター

０６８１ 渡部　泰輔 呉医療センター

０６８２ ＊ 　―

０６８３ 楠本　真也 呉医療センター

０６８４ 橋本　成史 はしもと内科・胃腸科・泌尿器科

０６８５ 澤村　明廣 医療法人社団曙会シムラ病院

０６８６ 沖田　英明 おきた内科クリニック

０６８７ 伊藤　利夫 外科胃腸科いとう医院

０６８８ 倉岡　敏彦 国家公務員共済組合連合会　吉島病院

０６８９ 生谷　明子 医療法人竹生会　いくたに内科クリニック

０６９０ 日域　大陸 医療法人三和会　おおうち病院

０６９１ 大中　稔文 大中医院

０６９２ 川越　和子 川越内科胃腸科医院

０６９３ 竹岡　秀生 東雲クリニック

０６９４ ＊ 　―

０６９５ 田頭　尚 たがしらクリニック

０６９６ 内藤　幸子 細川内藤医院

０６９７ 佐藤　宮雄 八丁堀　平松整形外科消化器科病院

０６９８ 大下　彰彦 広島大学病院

０６９９ 檜垣　健二 広島市立広島市民病院

０７００ 原野　雅生 広島市立広島市民病院

０７０１ 大野　聡 広島市立広島市民病院

０７０２ 菅野　恵美子 広島市立広島市民病院

０７０３ 井口　郁雄 広島市立広島市民病院
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０７０４ 花川　浩之 広島市立広島市民病院

０７０５ 三浦　直一 広島市立広島市民病院

０７０６ 髙田　聡 広島市立広島市民病院

０７０７ 身原　弘哉 広島市立広島市民病院

０７０８ 辰本　幸子 広島市立広島市民病院

０７０９ 舛本　明生 広島市立広島市民病院

０７１０ 早田　桂 広島市立広島市民病院

０７１１ 大矢　紗弥子 広島市立広島市民病院

０７１２ 多田　恵一 広島市立広島市民病院

０７１３ 岡本　良一 広島市立広島市民病院

０７１４ 二宮　悠樹 広島市立広島市民病院

０７１５ 江原　伸 広島市立広島市民病院

０７１６ 黒瀬　恭平 広島市立広島市民病院

０７１７ 佐藤　秀樹 さとう脳神経外科クリニック

０７１８ 山科　秀機 医療法人　山科循環器・外科医院

０７１９ 山肩　俊晴 山肩内科クリニック

０７２０ 田村　裕幸 田村医院

０７２１ 岡島　和夫 瀬野川病院

０７２２ 岩本　恵子 （医）わかば会　岩本内科医院

０７２３ 板垣　友子 済生会広島病院

０７２４ 魚谷　啓 あいクリニック

０７２５ 田中  教文 広島大学病院

０７２６ 樋口　富美 ひふみクリニック

０７２７ 奥道　恒夫 国家公務員共済組合連合会　吉島病院

０７２８ 大沢　光毅 広島西医療センター

０７２９ 上野　剛志 広島西医療センター

０７３０ 林　佳枝 広島西医療センター

０７３１ 大北　和彦 毘沙門クリニック

０７３２ 土井　美帆子 県立広島病院

０７３３ 上綱　雅一 県立広島病院

０７３４ 広岡　由実子 県立広島病院

０７３５ 内藤　博之 県立広島病院
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０７３６ ＊ 　―

０７３７ 今田　貴之 日本鋼管福山病院

０７３８ 大越　祐介 福山第一病院

０７３９ 小西　大輔 福山第一病院

０７４０ 吉村　将秀 福山市民病院

０７４１ ＊ 　―

０７４２ 勝部　亮一 中国中央病院

０７４３ 山下　貴弘 福山市民病院

０７４４ 西廣　真吾 福山市民病院

０７４５ 森末　千春 楠本病院

０７４６ 中田　安成 中国中央病院

０７４７ 平山　尚 福山市民病院

０７４８ 三浦　公 福山市民病院

０７４９ 重西　邦浩 福山市民病院


