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令和４年１２月１日現在 

所属科 名前 

外科   海保    隆（病院長） 

消化器内科   畦元 亮作 

産婦人科   木村 博昭 

外科   柳澤 真司 

救急・集中治療科   北村 伸哉 

消化器内科   藤森 基次 

消化器内科   駒  嘉宏 

消化器内科   吉田  有 

消化器内科   大部 誠道 

消化器内科   三根 毅士 

消化器内科   熊谷 純一郎 

消化器内科   春名 智弘 

消化器内科   金山 健剛 

消化器内科   大木 庸子 

消化器内科   梅岡 礼人  

消化器内科   岡田 晃宏  

消化器内科   内田 蒼大  

消化器内科   須藤 大賀  

循環器内科   田中 秀造 

循環器内科   葛     備 

循環器内科   松本  萌  

循環器内科   金山 琢磨  

呼吸器内科   鈴木 健一 

呼吸器内科   楽満紳大郎  

呼吸器内科   田村  啓 

呼吸器内科   佐藤 嵩浩  

脳神経内科   大谷 龍平 

糖尿病・内分泌・代謝内科   馬場 雄介 

糖尿病・内分泌・代謝内科   岡野 公亮   

糖尿病・内分泌・代謝内科   黒田 裕太  

血液内科   細木 卓明 

腫瘍内科   嬉野 紀夫 

外科   片岡 雅章 
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外科   西村 真樹 

外科   小林 壮一 

外科   岡庭  輝 

外科   須田竜一郎 

外科   中臺 英里 

外科   大野 幸恵 

外科   鈴木 謙介 

外科   石神 恵美 

外科（乳腺外科）   粕谷 雅晴 

外科   守安  諒 

外科   廣川 朋矢  

外科   土屋 俊一  

心臓血管外科   稲毛 雄一 

呼吸器外科   飯田 智彦 

呼吸器外科   松本 寛樹 

呼吸器外科   苅田  涼  

呼吸器外科   柴  光年  

小児科   池澤 奏那 

新生児科   三上 裕太 

整形外科   穗積 崇史 

整形外科   澤田 良平 

整形外科   米井 梨華  

整形外科   遠藤 雄二   

リハビリテーション科   山中 義崇  

膠原病内科   田坂 賀子  

脳神経外科   早坂 典洋 

脳神経外科   海老原 幸一 

脳神経外科   折本 亮介 

脳神経外科   西野  航 

脳神経外科   本田 俊哉  

脳神経外科   岡  陽一  

公衆衛生科（人間ドック）   山田  暁 

緩和医療科/ドック   鈴木 紀彰 

放射線治療科   清水わか子 

皮膚科   稲福 和宏 



緩和ケア研修会修了者名簿 
 

令和４年１２月１日現在 

皮膚科   奥山智香子 

皮膚科   朱  樹李    

皮膚科   小泉  滋     

皮膚科   木下真太郎  

泌尿器科   仲村 和芳 

泌尿器科   山本 賢志 

泌尿器科   樋口 耕介 

泌尿器科   松井健一郎 

泌尿器科   清水 貴大 

泌尿器科   渡邊 広毅  

産婦人科   安部真希子 

産婦人科   廣瀬 雅紀    

精神科   下清水 博明 

眼科   中村 洋介 

眼科   田中 大地 

眼科   齋藤 裕也  

耳鼻いんこう科   高橋   直樹 

耳鼻いんこう科   河田佐和子 

耳鼻いんこう科   枝川 久美子 

耳鼻いんこう科   武山 雄貴  

耳鼻いんこう科   岸野 愛子  

歯科口腔外科   神津 由直 

歯科口腔外科   喜田 晶洋 

歯科口腔外科   戸枝百合子 

形成外科   重原 岳雄 

形成外科   山田香穂子 

麻酔科   杉浦 孝広 

麻酔科   鈴木 利直 

麻酔科   桒原  極   

麻酔科   辻  絵美   

麻酔科   渡邉  襟    

救急・集中治療科   岩瀨 信哉 

救急・集中治療科   房田 卓也 

救急・集中治療科   山根 綾夏 

救急・集中治療科   梁  豪晟 
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総合診療科   内田 真一 

緩和医療科   下山 直人 

緩和医療科   松本 明郎 

検査管理科   氷見 寿治 

臨床研修医   飯村 太朗 

臨床研修医   橘川 友哉 

臨床研修医   近藤  尚 

臨床研修医   斉藤 千宙 

臨床研修医   佐宗   薫 

臨床研修医   篠原 雅貴 

臨床研修医   髙橋 大輝 

臨床研修医   田尻  咲 

臨床研修医   原田 悠斗 

臨床研修医   前田絋一郎 

臨床研修医   馬渡 千聡 

臨床研修医   山野辺博基 

臨床研修医   横山 雄大 

臨床研修医   中西 愛結 

臨床研修医   鈴鹿 竜司 

 


