
新百合ヶ丘総合病院

「がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針について」 令和4年9月1日現在

（平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知）に基づく研修修了者 108 名

項 所属 氏名 項 所属 氏名 項 所属 氏名

1 緩和ケア内科 中西　英世 37 消化器外科 金井　秀樹 73 産婦人科 田島　博人

2 緩和ケア内科 冬木　晶子 38 消化器外科 小林　徹也 74 産婦人科 橋本　栄

3 内科 吉光寺　直哉 39 消化器外科 力石　健太郎 75 産婦人科 原　周一郎

4 内科 篠原　万由 40 整形外科 齋藤　泉 76 産婦人科 別宮　若菜

5 内科 濱口　卓也 41 整形外科 別府　保男 77 産婦人科 益子　尚子

6 内科 松元　かおり 42 整形外科 川島　大輔 78 産婦人科 向田　幸子

7 内科 大中　真之介 43 外傷再建センター 小西　浩允 79 産婦人科 菊地　まほみ

8 内科 川俣　僚太 44 外傷再建センター 佐藤　宗範 80 産婦人科 深瀬　実加

9 消化器内科 今城　健人 45 外傷再建センター 豊永　真人 81 産婦人科 中　摩佑子

10 消化器内科 河合　恵美 46 外傷再建センター 花島　資 82 産婦人科 髙野　理紗

11 消化器内科 鹿野島　健二 47 外傷再建センター 佐野　善智 83 産婦人科 冨倉　彩加

12 消化器内科 川村　允力 48 乳腺・内分泌外科 篠﨑　登 84 耳鼻咽喉科 伊藤　まり

13 消化器内科 田邉　浩紹 49 脳神経外科 笹沼　仁一 85 放射線治療科 西川　敦

14 消化器内科 土肥　弘義 50 脳神経外科 山本　航 86 放射線治療科 森　美雅

15 消化器内科 永井　康貴 51 脊椎脊髄末梢神経外科 木村　孝興 87 放射線診断科 石滝　公一

16 消化器内科 西田　晨也 52 脊椎脊髄末梢神経外科 土井　一真 88 放射線診断科 野﨑　栄作

17 消化器内科 廣石　和正 53 心臓血管外科 齋藤　正博 89 麻酔科 伊藤　由莉

18 呼吸器内科 青山　梓 54 泌尿器科 伊関　亮 90 麻酔科 冨田　知恵

19 呼吸器内科 赤司　俊介 55 泌尿器科 徳山　尚斗 91 麻酔科 浅野　麻由

20 呼吸器内科 内海　健太 56 泌尿器科 石田　卓也 92 眼科 八木　浩倫

21 呼吸器内科 島田　絢子 57 泌尿器科 村岡　龍 93 救急科 金澤　将史

22 呼吸器内科 寺田　友子 58 リハビリテーション科 越川　尚男 94 救急科 杉村　真美子

23 呼吸器内科 中嶌　賢尚 59 リハビリテーション科 諸冨　伸夫 95 救急科 田井　誠悟

24 消化器内科 土谷　一泉 60 血管外科 百瀬　匡亨 96 救急科 若山　功

25 総合診療科 川島　彰人 61 呼吸器外科 小田　誠 97 形成外科 栗山　元根

26 腫瘍内科 横山　雄章 62 呼吸器外科 濱中　瑠利香 98 形成外科 山本　衣里奈

27 精神科 戸部　有希子 63 産婦人科 浅田　弘法 99 小児科 下郷　幸子

28 循環器内科 秋元　耕 64 産婦人科 有馬　宏和 100 小児科 鈴木　惟子

29 循環器内科 土方　禎裕 65 産婦人科 安藤　まり 101 病理診断 大森　嘉彦

30 循環器内科 前野　遼太 66 産婦人科 神野　友里 102 臨床検査科 落合　和德

31 血液内科 田内　哲三 67 産婦人科 佐伯　直彦 103 歯科口腔外科 藤井　誠子

32 血液内科 久保田　靖子 68 産婦人科 佐藤　美和 104 歯科口腔外科 増田　智丈

33 腎臓内科・透析内科 朝比奈　謙吾 69 産婦人科 鈴木　光明 105 初期臨床研修医 石川　喜一郎

34 腎臓内科・透析内科 村木　直弘 70 産婦人科 仙道　可菜子 106 初期臨床研修医 大野　竜暉

35 脳神経内科 武井　悠香子 71 産婦人科 高松　愛 107 初期臨床研修医 新田　直久

36 消化器外科 田辺　義明 72 産婦人科 竹本　周二 108 初期臨床研修医 吉澤　大樹

緩和ケア研修修了医師一覧


