
　緩和ケア研修会修了した医師 （島根大学医学部附属病院R4.11現在）

病院長 消化器内科 脳神経内科 小児科
椎名　浩昭 石原　俊治 長井　篤 竹谷　健
緩和ケアセンター 石村　典久 三瀧　真悟 鞁嶋　有紀
橋本　龍也 川島　耕作 加藤　芳恵 岸　和子
中谷　俊彦 柴垣　広太郎 有竹　　洵 束本　和紀
内分泌代謝内科 大嶋　直樹 金井　由貴枝 小林　弘典
金﨑　啓造 三島　義之 岩佐　憲一 安田　謙二
山本　昌弘 岡　明彦 朝山　康祐 長谷川　有紀
野津　雅和 古谷　聡史 上田　真大 中嶋　滋記
石原　慎一郎 福永　真衣 大森　直樹 和田　啓介
守田　美和 尾上　正樹 循環器内科 小山　千草
川北　恵美 高橋　佑典 田邊　一明 山本　慧
小林　茉利子 大滝　聡美 遠藤　昭博 瀧川　遼
槇野　裕文 岸本　健一 渡邊　伸英 吾郷　真子
矢本　琢真 兒玉　康秀 大内　武 森山　あいさ
四方田　美和子 大町　泰介 佐藤　寛大 舛金　聖也
山尾　有加 木下　泰仁 香川　雄三 松井　美樹
鬼山　佳祐 長谷川　修明 大嶋　丈史 石本　千夏
血液内科 肝臓内科 川原　洋 乳腺・内分泌外科
鈴木　律朗 飛田　博史 森田　祐介 板倉　正幸
高橋　勉 矢﨑　友隆 山﨑　誠太 藪田　愛
岡田　隆宏 片岡　祐俊 河野　由依 消化器外科
岡田　祐介 呼吸器・化学療法内科 皮膚科 平原　典幸
城　有美 礒部　威 山﨑　修 山本　徹
宇賀田　典美 津端　由佳里 千貫　祐子 林　彦多
島崎　裕正 栗本　典昭 新原　寛之 松原　毅
腫瘍内科 沖本　民生 越智　康之 髙井　清江
田村　研治 濱口　愛 吉田　暁子 百留　亮治
森山　一郎 中島　和寿 中川　優生 谷浦　隆仁
井上　政弥 中尾　美香 福代　通人 石飛　一成
池尻　文良 天野　芳宏 古村　尚士 象谷　ひとみ
松田　真一朗 奥野　峰苗 小池　貴之 岡村　拓樹
髙橋　史匡 小林　美郷 上野　彩夏 高度外傷センター
膠原病内科 河角　敬太 形成外科 渡部　広明
近藤　正宏 幡　高次郎 林田　健志 木谷　昭彦
森山　繭子 田中　聖子 山川　翔 藏本　俊輔
本田　学 河野　謙人 須田　翔太 室野井　智博
吉岡　勇樹 西　　祐未　 腎臓内科 比良　英司
高野　育子 吉原　　健 伊藤　孝史 岡　和幸
鈴木　知子 貴谷　夏州 江川　雅博 下条　芳秀
宮島　伸枝 小児外科 福永　昇平 松本　亮
肝・胆・膵外科 久守　孝司 芦村　龍一 川口　留以
田島　義証 真子　絢子 園田　裕隆 山本　祐太郎
川畑　康成 石橋　脩一 星野　祐輝 正田　智紗子
西　健 船橋　功匡 糸賀　健一 臨床研究センター
岸　隆 地域医療支援学 医療安全管理部 大野　智
中村　光佑 佐野　千晶 深見　達弥 大西　千恵



心臓血管外科 精神科神経科 眼科 麻酔科
織田　禎二 稲垣　正俊 谷戸　正樹 齊藤　洋司
清水　弘治 大朏　孝治 兒玉　達夫 今町　憲貴
今井　健介 長濱　道治 原　克典 本岡　明浩
末廣　章一 山下　智子 杉原　一暢 平林　政人
城　麻衣子 錦織　光 佐野　一矢 森　英明
中田　朋宏 伊藤　司 吉廻　浩子 豊田　浩作
和田　浩巳 佐藤　皓平 河野　通大 横井　信哉
呼吸器外科 槻宅　雅史 山根　縁 山本　花子
山根　正修 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 真鍋　薫 八幡　俊介
伊賀　徳周 坂本　達則 筒井　愛佳 塩　久
富岡　泰章 青井　典明 今町　克枝 郡司　晃太郎
整形外科 清水　保彦 石田　晃子 石倉　聡
内尾　祐司 森倉　一朗 市岡　昇 橋本　愛
山上　信生 清水　香奈子 島田　文香 大岡　篤司
山本　宗一郎 堀田　優希江 放射線科 松尾　輝政
河野　通快 窪田　靖子 楫　靖 上田　愛瑠萌
今出　真司 桑原　風太 吉廻　毅 太田　絢子
門脇　俊 放射線治療科 黒田　弘之 青山　由紀
真子　卓也 玉置　幸久 勝部　敬 野田　祥平
多久和　紘志 園山　陽子 中村　恩 蓼沼　佐岐
若槻　拓也 植　敦士 山本　伸子 佐倉　伸一
田中　孝明 宇野　将史 安藤　慎司 和田　穰
伊藤　修司 長野　奈津子 吉田　理佳 三原　亨
牛尾　公典 鰤岡　広志 丸山　光也 二階　哲朗
佐藤　匡哉 山森　雲太 丸山　美菜子 片山　望
永野　聖 病理部 河原　愛子 太田　淳一
本田　健 門田　球一 荒木　久寿 内村えりか
脳神経外科 荒木　亜寿香 上村　朋未 岩田　雅人
秋山　恭彦 長瀬　真実子 石倉　ゆか 丸尾　美菜
永井　秀政 紹慶　咲千子 リハビリテーション科 水野　えり
吉金　努 片岡　祐子 馬庭　壯吉 谷野　明里
神原　瑞樹 高見　咲 蓼沼　拓 高津　研翔
萩原　伸哉 菅　里加 酒井　康生 三浦　聖子
三神　和幸 長野　菜穂子 高見　悠 加藤　晶
内村　昌裕 岩橋　輝明 濵崎　真由 古谷　龍人
柴田　洋平 森　日香 岸　咲貴子 歯科口腔外科
泌尿器科 産科婦人科 石倉　香澄 管野　貴浩
和田　耕一郎 京　哲 池　頴紀 奥井　達雄
小川　貢平 中山　健太郎 間口　太公 大熊　里依
永見　太一 金崎　春彦 卒後臨床研修センター 奥井　太郎
中島　宏樹 折出　亜希 鬼形　和道 石塚　真士
坪井　一朗 皆本　敏子 岡﨑　四方 金山　純一
小林　祐介 石橋　朋佳 岡本　華奈 服部　政義
横山　周平 石川　雅子 小林　雪乃 大迫　里江
吉岡　彩織 山下　瞳 宮本　明奈 嶋村　薫穂
病院医学教育センター 佐藤　誠也 村上　航太朗 森岡　怜音
長尾　大志 岡田　裕枝 渡辺　　青 検査部
総合医療学 中川　恭子 三谷　一貴 矢野　彰三
牧石　徹也 島田　愛里香 尾崎　雄大 吉冨　裕之
本田　聡 救命救急センター 原　俊介 高度脳卒中センター

山形　真吾 岩下　義明 松川　真弓 林　健太郎
高橋　伸幸 山田　法顕 綾坂　健太郎 安部　哲史
山口　峰一 小谷　暢啓 福田　智信 総合診療医センター

木島　庸貴 佐藤　利栄 津田　洸旬 和足　孝之
濱口　俊一 川波　由佳 藤森　太一


