
緩和ケア研修会修了者名簿（医師）

2022年6月現在

所　属 氏　名 所　属 氏　名

病院長 川真田　樹人 岩渕　良平

花岡　正幸 二村　駿行

山本　洋 山家　公輔

立石　一成 箱田　あんな

北口　良晃 西川原　万友果

和田　洋典 登内　裕梨

生山　裕一 古川　鉄兵

曽根原　圭 堀内　勇希

赤羽　順平 松井　大介

荒木　太亮 信岡　賢彦

鈴木　祐介 高松　良太

小沢　陽子 臼田　真帆

後藤　憲彦 上條　祐衣

石田　由希子 古川　遼

篠﨑　有矢 大久保　絢香

山中　美和 小林　聡一郎

小松　洸大 田尻　正輝

髙橋　秀和 奥村　学

城下　智 河合　裕子

岡村　卓磨 島田　恭輔

木村　岳史 大久保　洋輔

小口　貴也 川田　伊織

青村　大輝 北島　浩平

小林　浩幸 久保田　諭史

山崎　智生 髙山　昇平

平山　敦大 小林　由紀

近藤　翔平 小川　幸希

中村　晃 戸塚　諭志

田中　友之 唐澤　崇之

橋上　遣太 淺野　有紀

原　大地 岡田　玄児

若林　俊一 森下　開

奥村　太規 山岸　光一

堀内　一太郎 医学科　内科学（５） 桑原　宏一郎

山下　裕騎 加藤　太門

宮澤　仁美 小林　秀樹

岡　優祐 田畑　裕章

武井　理紗 町田　圭介

藤田　楓 依田　英貢

関田　博昭 翁　佳輝

澤口　洋視 小松　稔典

岩垂　隆諒 春原　大輔

栁澤　匠 上野　匠

川上　史裕 宮城　拓弥

松澤　周治 大熊　ゆか里

小林　周平 増田　一摩

栗田　菜花 近澤　優太

美谷島　杏子 山本　勇輝

内科（２）

循環器内科

医学科　内科学（１）

呼吸器･感染症･アレルギー内科

医学科　内科学（２）

内科（２）

内科（３）

医学科　内科学（４）

糖尿病・内分泌代謝内科



緩和ケア研修会修了者名簿（医師）

2022年6月現在

所　属 氏　名 所　属 氏　名

萩原　徹也 青沼　宇倫

飯沢　美文 一戸　記人

村上　寛 伊奈　廣信

中村　敏範 岡島　幸紀

田名部　はるか 轟　圭介

今野　雅隆 吉澤　恵理子

横塚　紗永子 遠藤　優希

大屋　大 酒井　克也

岩切　啓太 杉村　啓鷹

鴻池　紗耶 小岩井　慶一郎

本田　創 深澤　歩

吉澤　智也 副島　雄二

中沢　洋三 清水　明

小林　法元 安川　紘矢

三代澤　幸秀 北沢　将人

平林　耕一 野竹　剛

稲葉　雄二 得丸　重夫

齋藤　章治 窪田　晃治

田中　美幸 中村　聡

重村　倫成 小山　誠

松岡　大輔 林　輝

大倉　絵梨 山本　悠太

佐渡　智光 吉澤　隆裕

師川　紘一 本藤　奈緒

丸山　悠太 中村　健也

荒井　萌子 黒岩　雄大

千葉　奈央 本郷　悠太

村瀬　翼 瀬原田　魁

小堀　ほたる 片岡　将宏

金子　海渡 池原　智彦

佐藤　真由香 小児外科 吉澤　一貴

鵜飼　聡士 小松　正樹

山田　沙織 茅野　周治

盛田　大介 清水　公裕

矢部　愛美 濱中　一敏

師田　悠 小山　力

木庭　幸子 江口　隆

中村　謙太 三浦　健太郎

面髙　俊和 松岡　峻一郎

古賀　弘志 三島　修治

小川　英作 伊藤　研一

佐竹　宏介 前野　一真

勝家　志歩 伊藤　勅子

北村　昇矢 金井　敏晴

齊藤　奈那 網谷　正統

駒田　悠 清水　忠史

増田　百音 森川　大樹

諏訪　学 外科 麻相田　卓雄

皮膚科

乳腺・内分泌外科

放射線科

心臓血管外科

呼吸器外科

医学科　乳腺内分泌外科学

医学科　精神医学

精神科

医学科　小児医学

新生児科

医学科　消化器・移植・小児外科学

小児科

消化器外科

医学科　皮膚科学

医学科　呼吸器外科学
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外科 山本　直哉 石塚　修

吉村　康夫 小川　輝之

岡本　正則 皆川　倫範

鬼頭　宗久 上野　学

田中　厚誌 増山　玄天

出田　宏和 原　寛彰

岩浅　智哉 齊藤　徹一

北村　陽 塩﨑　政史

黒河内　大輔 大門　裕典

三村　哲彦 青木　彬鷹

宮岡　嘉就 長田　真季

熊木　大輝 筒井　昌太郎

小松　幸子 宇田津　治彦

髙沢　彰 小佐野　義弘

牧山　文亮 伊藤　駿

古泉　啓介 北原　潤也

善戝　未結 星山　健

永井　亮輔 柿原　伸次

福澤　耕介 松田　順繁

傍島　淳 伊東　優衣

金谷　康平 富原　竜次

桑原　晴樹 高松　るり

荻原　利浩 鬼頭　良輔

花岡　吉亀 品川　潤

藤井　雄 岩佐　陽一郎

山崎　大介 横田　陽

横田　陽史 杉山　健二郎

佐藤　雄太郎 大久保　卓哉

窪田　雄樹 松浦　一輝

阿部　大志郎 安川　梨香

栗田　浩 内藤　武彦

小山　吉人 山﨑　伸太郎

近藤　英司 平松　憲

酒井　洋徳 春日　麻里子

川本　真貴子 塚田　景大

久根下　紀香 塩沢　丹里

橋詰　正夫 宮本　強

横田　里沙 小原　久典

林　清永 安藤　大史

横井　啓 内川　順子

上原　忍 山田　靖

梅原　亜矢子 井田　耕一

鎌田　孝広 布施谷　千穂

鈴木　大介 竹内　穂高

竹内　一歩 小野　元紀

深井　千鶴 品川　真奈花

神戸　宏仁 田中　泰裕

酒井　佑樹 杉山　結理佳

整形外科

産科婦人科

特殊歯科・口腔外科

特殊歯科・口腔外科

耳鼻咽喉科頭頸部外科

医学科　産科婦人科学

医学科　泌尿器科学

泌尿器科

眼科

医学科　脳神経外科学

脳神経外科

医学科　歯科口腔外科学

脳神経外科

医学科　耳鼻咽喉科頭頸部外科学



緩和ケア研修会修了者名簿（医師）

2022年6月現在

所　属 氏　名 所　属 氏　名

品川　光子 坂本　広登

内山　夏紀 森　幸太郎

時光　亜希子 亀山　明子

樋口　正太郎 深澤　寛明

田中　聡 秋田　真代

丸山　友紀 岸田　卓也

吉山　勇樹 中嶋　優太

田中　竜介 渡邊　築

石田　高志 総合診療科 関口　健二

伊藤　真理子 上原　魁

浦澤　方聡 成澤　友里

渡邉　奈津子 杉山　由紀

蜜澤　邦洋 石田　公美子

飯田　圭輔 輸血部 柳沢　龍

後藤　咲耶子 三田　篤義

近藤　奈未 清水　彩里

松﨑　敦子 山口　晃典

立花　遥香 市山　崇史

清水　布実子 新井　成明

塚原　嘉子 血液浄化療法部 犬井　啓太

長谷川　丈 長屋　匡信

若松　優子 小松　雅宙

田中　成明 医療情報部 牛木　淳人

笹尾　昂司 子どものこころ診療部 牧田　みずほ

吉田　倫將 患者サポート部 大野　康成

上條　琴子 臨床研究支援センター 芦田　敦子

横山　美咲 小泉　知展

西村　光季子 関口　和

中野　僚子 仁科　さやか

堀谷　勇介 間宮　敬子

小川　麻理恵 神田　慎太郎

常川　主裕 山本　兼二

高清水　一慶 小林　孝至

一之瀬　優子 血管内治療学 能見　英智

永井　史緒 肝疾患診療相談センター 松本　晶博

相坂　哲也 本郷　一博

重吉　佑亮 上條　隆昭

渡辺　勇太 増田　雄一

澤口　里沙 杉浦　亜弓

大槻　仁志 医療安全管理室 清水　郁夫

野口　美帆 感染制御室 金井　信一郎

小林　美晴 清野　哲臣

相阪　哲也 知見　萌子

石田　ゆず 高木　啓成

長峰　広平 増永　あかり

医学科　救急集中治療医学 竹重　加奈子

小野　大樹 2022年6月時点、当院の緩和ケア研修会修了医師は

吉田　恭義 氏名を公表しない方を含めて408名です。

麻酔科蘇生科

内視鏡センター

産科婦人科

救急科

救急科

医学科　血液・腫瘍内科学

形成外科

信州がんセンター

医学科　形成再建外科学

脳血管内治療センター

卒後臨床研修センター

リハビリテーション科

研修医

高度救命救急センター

臨床検査部

手術部

集中治療部

医学科　麻酔蘇生学

分娩部


