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がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修 修了者 （東京女子医科大学病院）

（順不同）

診療科名 氏 名 診療科名 氏 名 診療科名 氏 名

化学療法・緩和ケア科 林　和彦 歯科口腔外科 岡本　俊宏 糖尿病センター 横山　陽一

化学療法・緩和ケア科 川上　和之 歯科口腔外科 島崎(熊坂)　士 脳神経外科 田村　徳子

化学療法・緩和ケア科 竹下　信啓 歯科口腔外科 片岡　利之 脳神経外科 石川　友美

化学療法・緩和ケア科 中島　豪 歯科口腔外科 福澤　智 脳神経外科 中野　紘

化学療法・緩和ケア科 井原　世尊 歯科口腔外科 貝淵　信之 脳神経外科 松岡　綾子

化学療法・緩和ケア科 横田　小百合 歯科口腔外科 佐々木　亮 脳神経外科 岡　美栄子

画像診断・核医学科 小川　悠子 歯科口腔外科 長縄　拓哉 脳神経外科 新田　雅之

画像診断・核医学科 須﨑　真悟 耳鼻咽喉科 瀬尾(田中)　友佳子 脳神経外科 福井　敦

放射線腫瘍科 唐澤　久美子 耳鼻咽喉科 宇野　真莉子 皮膚科 水野　綾音

放射線腫瘍科 橋本　弥一郎 耳鼻咽喉科 小野　英莉香 皮膚科 直海　明里

放射線腫瘍科 泉　佐知子 耳鼻咽喉科 﨑谷（會田）　恵理 皮膚科 望月　珠江

放射線腫瘍科 河野　佐和 耳鼻咽喉科 浅井　あかり 皮膚科 宮田　龍臣

放射線腫瘍科 石井　由佳 耳鼻咽喉科 長島　弘明 皮膚科 出口　亜紀子

リハビリテーション科 和田　太 耳鼻咽喉科 佐藤　えみり 皮膚科 常深　祐一郎

膠原病リウマチ痛風センター梁　晴貴 耳鼻咽喉科 田宮　亜希子 皮膚科 大日方　夏美

泌尿器科 田邉　一成 耳鼻咽喉科 近藤　律男 皮膚科 鈴木　瑞穂

泌尿器科 奥見　雅由 循環器内科 宮崎　碧 母子総合医療センター 石谷　健

泌尿器科 羽田　圭佑 循環器内科 飯田　達郎 母子総合医療センター 鈴木　正人

救命救急センター 菊地　まゆ 循環器内科 神林　敬悟 麻酔科 樋口　秀行

救命救急センター 小松　塁 循環器内科 秦　武弘 麻酔科 森岡　宣伊

救命救急センター 朴　栽完 循環器内科 塩﨑　奈津子 麻酔科 岩出　宗代

血液浄化療法科 秋葉　隆 循環器内科 菊池　規子 麻酔科 中山　理加

消化器・一般外科 瀬下　明良 消化器内科 徳重　克年 麻酔科 古井(星)　郁恵

消化器・一般外科 板橋　道朗 消化器内科 伊藤　泰斗 麻酔科 畔柳　綾

消化器・一般外科 天野　久仁彦 消化器内科 清水　京子 麻酔科 服部　政治

消化器・一般外科 矢川　陽介 消化器内科 伊藤　亜由美 麻酔科 深田　智子

消化器・一般外科 芹澤　朗子 消化器内科 貝瀬　智子 麻酔科 濱田　啓子

消化器・一般外科 工藤　健司 消化器内科 岸野　真衣子 麻酔科 山本　偉

消化器・一般外科 上小鶴　弘孝 消化器内科 高山　敬子 麻酔科 梁木　理史

消化器・一般外科 大森　亜紀子 消化器内科 橋本(山本)　果奈 形成外科 長田　篤祥

消化器・一般外科 谷口　清章 消化器内科 児玉　和久 形成外科 最上　真理子

消化器・一般外科 谷澤　武久 消化器内科 小木曽　智美 形成外科 八巻　隆

消化器・一般外科 中川　了輔 消化器内科 大森　鉄平 卒後臨床研修センター 鈴木　真央

消化器・一般外科 小寺　由人 消化器内科 長尾　健太 卒後臨床研修センター 田中　マリ子

消化器・一般外科 土井　愛美 消化器内科 栗山　朋子 卒後臨床研修センター 中野　辰憲

消化器・一般外科 出雲　渉 消化器内科 五十嵐　悠一 卒後臨床研修センター 日吉　史一

消化器・一般外科 渋谷　豪 消化器内科 佐川　孝臣 卒後臨床研修センター 輪島　京

消化器・一般外科 米田　五大 消化器内科 新田　裕樹 卒後臨床研修センター 土屋　海士郎

消化器・一般外科 相原　永子 消化器内科 山本　浩隆 卒後臨床研修センター 月崎　絢乃

消化器・一般外科 小川　杏平 消化器内科 小林　亜也子 卒後臨床研修センター 曽田　大幹

消化器・一般外科 大木　岳志 消化器内科 味原　隆大 卒後臨床研修センター 間中　結香

消化器・一般外科 前田　新介 消化器内科 細矢　さやか 卒後臨床研修センター 國廣　佳奈

消化器・一般外科 高橋　豊 消化器内科 田原　純子 卒後臨床研修センター 小島　康孝

消化器・一般外科 柿本  忠俊 消化器内科 山本（島津） 国子 卒後臨床研修センター 早川　奈見

消化器・一般外科 小竹　将 消化器内科 奥野　奈央 卒後臨床研修センター 藤巻　佑美

消化器・一般外科 植村　修一郎 消化器内科 田村　優子 卒後臨床研修センター 今西　啓

消化器・一般外科 有泉　俊一 消化器内科 柏木　宏幸 卒後臨床研修センター 春日　菜月

乳腺・内分泌外科 成田　徹 消化器内科 伴野　繁雄 卒後臨床研修センター 永田　亮平

乳腺・内分泌外科 廣澤　知一郎 消化器内科 赤尾　潤一 卒後臨床研修センター 本間　千夏

乳腺・内分泌外科 三宅　邦智 消化器内科 鳥居　信之 卒後臨床研修センター 渡邊　翠

乳腺・内分泌外科 神尾　孝子 消化器内科 原　敏文 卒後臨床研修センター 立花　早人

乳腺・内分泌外科 種市　美樹子 消化器内科 木下　普紀子 卒後臨床研修センター 斎藤　史子

乳腺・内分泌外科 高部　裕也 消化器内視鏡 中村  真一 卒後臨床研修センター 白井　洋平

乳腺・内分泌外科 鈴木　綾 小児科 水落　清 卒後臨床研修センター 田中　悠紀子

乳腺・内分泌外科 村瀬　博美 小児科 柳下　友映 卒後臨床研修センター 磯部　将

乳腺・内分泌外科 堀内　喜代美 小児科 佐藤　友哉 卒後臨床研修センター 猪口　祥子

乳腺・内分泌外科 岡本　高宏 小児外科 濟陽　寛子 卒後臨床研修センター 任　芝杏

乳腺・内分泌外科 羽二生　賢人 神経精神科 高橋　一志 卒後臨床研修センター 江原　紗礼

乳腺・内分泌外科 吉田　有策 神経精神科 内出　容子 卒後臨床研修センター 河西　美貴

乳腺・内分泌外科 坂本　明子 神経精神科 本田　美鳥 卒後臨床研修センター 高鹿　美姫

乳腺・内分泌外科 徳光　宏紀 神経精神科 末木　亮嗣 卒後臨床研修センター 小林　真由美

乳腺・内分泌外科 野口　英一郎 神経精神科 村岡　寛之 卒後臨床研修センター 近藤　太基

乳腺・内分泌外科 鬼頭（清水）　由実 神経精神科 河野　華奈 卒後臨床研修センター 金野　史

乳腺・内分泌外科 永井　絵林 神経精神科 島本　啓輔 卒後臨床研修センター 下村　里奈

乳腺・内分泌外科 櫻井　桃子 神経精神科 外間　朝諒 卒後臨床研修センター 大谷　尚子

乳腺・内分泌外科 江黒（尾身）　葉子 神経精神科 松井 健太郎 卒後臨床研修センター 小笠原　友里

乳腺・内分泌外科 小川　真平 神経精神科 山本　舞 卒後臨床研修センター 小坂　眞司

血液内科 田中　淳司 神経精神科 松井　聡子 卒後臨床研修センター 越智　満久

血液内科 志関　雅幸 神経内科 永島　由紀子 卒後臨床研修センター 川村　和正

血液内科 篠原　明仁 神経内科 大林　崇子 卒後臨床研修センター 小嶋　宏幸

血液内科 森　直樹 心臓血管外科 奥木　聡志 卒後臨床研修センター 五島　可奈子

血液内科 今井　陽一 心臓血管外科 瀧口　洋司 卒後臨床研修センター 竹島　圭悟

血液内科 三橋　健次郎 心臓血管外科 日野　阿斗務 卒後臨床研修センター 藤田　有澄

血液内科 田中　紀奈 心臓血管外科 村上　弘典 卒後臨床研修センター 松原　美有

血液内科 風間　啓至 腎臓内科 中島　千尋 卒後臨床研修センター 立花　太明

血液内科 兒玉　聖子 腎臓内科 山口　惠理香 卒後臨床研修センター 石川　文徳

血液内科 吉永　健太郎 腎臓内科 許田　瑞樹 卒後臨床研修センター 市原　琢己

血液内科 渡邉　彩 腎臓内科 瀨川　香 卒後臨床研修センター 内田　真理映

血液内科 磯野(石森)　紀子 腎臓内科 青山　有美 卒後臨床研修センター 大野　友梨香

血液内科 テイン　イエ 腎臓内科 堀　真以子 卒後臨床研修センター 木村　美和



診療科名 氏 名 診療科名 氏 名 診療科名 氏 名

血液内科 石山　みどり 腎臓内科 大久保　里枝 卒後臨床研修センター 佐藤　啓資

血液内科 飯塚　有希 腎臓内科 秋久　太良 卒後臨床研修センター 清水　愛結

血液内科 石和　理子 腎臓内科 川嶋　萌 卒後臨床研修センター 杉山　元紀

血液内科 長内　聡子 腎臓内科 小島　佳織 卒後臨床研修センター 二宮　義郎

呼吸器外科 神崎　正人 腎臓内科 中島　春乃 卒後臨床研修センター 三上　陽子

呼吸器外科 大貫　恭正 腎臓内科 笠間　江莉 卒後臨床研修センター 宮内　美貴子

呼吸器外科 片桐　さやか 腎臓外科 久都内　慶子 卒後臨床研修センター 湯澤　勇典

呼吸器外科 杉本　圭 整形外科 一瀬　裕史 卒後臨床研修センター 木原　祐希

呼吸器内科 岡林　麻子 整形外科 成島　聡美 卒後臨床研修センター 加藤　正明

呼吸器内科 市川　明日香 整形外科 班目　ひろみ 卒後臨床研修センター 石川　文徳

呼吸器内科 鳥山(鎌田)　碧 整形外科 廣田　智也 卒後臨床研修センター 市原　琢己

呼吸器内科 八木　理充 整形外科 小林　子夏 卒後臨床研修センター 内田　真理映

呼吸器内科 山田　武 整形外科 佐々木　理多 卒後臨床研修センター 大野　友梨香

呼吸器内科 土谷(切士)　紗織 整形外科 長田　義憲 卒後臨床研修センター 木村　美和

呼吸器内科 清水　悠里 総合診療科 川名　正敏 卒後臨床研修センター 佐藤　啓資

呼吸器内科 有村　健 総合診療科 安田　学 卒後臨床研修センター 清水　愛結

呼吸器内科 三田　祐実子 総合診療科 板谷　合子 卒後臨床研修センター 杉山　元紀

呼吸器内科 志々目　修 総合診療科 河合　悠里 卒後臨床研修センター 二宮　義郎

呼吸器内科 溝渕　莉恵 総合診療科 新堀　智也 卒後臨床研修センター 三上　陽子

呼吸器内科 久保　綾子 総合診療科 齋藤　登 卒後臨床研修センター 宮内　美貴子

呼吸器内科 落合　克律 総合診療科 岩本　和香子 卒後臨床研修センター 湯澤　勇典

呼吸器内科 本多　奈穂子 総合診療科 佐藤　俊一 卒後臨床研修センター 木原　祐希

呼吸器内科 厚美　慶英 糖尿病センター 菊地　俊介 卒後臨床研修センター 加藤　正明

呼吸器内科 佐藤　昭寿 糖尿病センター 富樫　唯

呼吸器内科 原　香織 糖尿病センター 東　晴名

高血圧・内分泌内科 安藤　孝 糖尿病センター 鈴木　智子

高血圧・内分泌内科 石野　瑛子 糖尿病センター 矢納　和香子

高血圧・内分泌内科 中山　阿貴 糖尿病センター 田内　恵理子

産婦人科 橋本　和法 糖尿病センター 滝田　美夏子

産婦人科 秋澤　叔香 糖尿病センター 内池　広菜

産婦人科 平井　康夫 糖尿病センター 片峰　亜季

産婦人科 松井　英雄 糖尿病センター 森　友実


