
岡崎市民病院緩和ケア研修会受講修了医師一覧
令和元年11月１日現在

診療科 氏名 診療科 氏名

内科 志賀 教克 循環器内科 丹羽 学

内科 夏目 淳太郎 循環器内科 早野 真司

内科 細野 幸太 循環器内科 根岸 陽輔

血液内科 岩﨑 年宏 循環器内科 尾竹 範朗

血液内科 徳山 清信 循環器内科 荒木 孝

血液内科 寺島 浩史 循環器内科 近藤 史郎

内分泌・糖尿病内科 佐藤 勝紀 循環器内科 亀島 啓太

内分泌・糖尿病内科 塚本 健二 腫瘍内科 浅井 暁

腎臓内科 宮地 博子 腫瘍内科 田中 繁

腎臓内科 志貴 知彦 緩和ケア内科 鈴木 祐一

腎臓内科 柴田 克晃 緩和ケア内科 林 隆一

呼吸器内科 奥野 元保 小児科 早川 文雄

呼吸器内科 犬飼 朗博 小児科 花田 優

呼吸器内科 丸山 英一 小児科 五藤 明徳

呼吸器内科 近藤 千晶 外科 廣田 政志

呼吸器内科 林 修平 外科 本田 倫代

脳神経内科 小林 靖 外科 松本 理佐

脳神経内科 辻 裕丈 外科 鈴木 章弘

脳神経内科 前田 憲多郎 外科 伴 友弥

脳神経内科 斎藤 勇紀 外科 鳥井 恒作

消化器内科 藤田 孝義 外科 櫻井 俊輔

消化器内科 山田 弘志 外科 白浜 功徳

消化器内科 青井 広典 消化器外科 森 俊明

消化器内科 平松 美緒 内視鏡外科 石山 聡治

消化器内科 大塚 利彦 内視鏡外科 薮崎 紀充

消化器内科 水野 史崇 乳腺外科 藤井 正宏

消化器内科 飯塚 昭男 乳腺外科 佐藤 直紀

循環器内科 田中 寿和 乳腺外科 村田 嘉彦

循環器内科 鈴木 徳幸 内分泌外科 横井 一樹

循環器内科 平井 稔久 内分泌外科 山田 知弘
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リハビリテーション科 櫻井 信彦 歯科口腔外科 大林 修文

腫瘍整形 山田 健志 歯科口腔外科 柏原 捷

腫瘍整形 細野 幸三 放射線科 浅井 龍二

整形外科 鳥居 行雄 放射線診断科 小木曽 由梨

整形外科 加藤 大三 放射線診断科 大場 翔太

脳神経外科 有馬 徹 放射線治療科 大塚 信哉

脳神経外科 木部 祐士 麻酔科 糟谷 琢映

心臓血管外科 薦田 さつき 麻酔科 髙 ひとみ

心臓血管外科 櫻井 裕介 麻酔科 辻 麗

呼吸器外科 新美 誠次郎 麻酔科 蓑輪 尭久

呼吸器外科 岡川 武日児 麻酔科 梶山 加奈枝

呼吸器外科 親松 裕典 麻酔科 前田 香里

呼吸器外科 桐山 亮太 麻酔科 丸山 絢子

泌尿器科 山田 伸 臨床検査科 近藤 勝

泌尿器科 勝野 曉 臨床検査科 榊原 真肇

泌尿器科 柏木 佑太 救急科 浅岡 峰雄

泌尿器科 田村 正隆 ２年研修医 奥田 健太郎

産婦人科 榊原 克巳 ２年研修医 奥原 大生

産婦人科 森田 剛文 ２年研修医 都築 光

産婦人科 内田 亜津紗

産婦人科 今川 卓哉

産婦人科 水谷 栄介

産婦人科 近田 琴美

産婦人科 角 朝美

耳鼻咽喉科 都築 秀典

耳鼻咽喉科 田中 英仁

耳鼻咽喉科 齋藤 研

歯科口腔外科 齊藤 輝海

歯科口腔外科 伊藤 洋平

歯科口腔外科 大隅 縁里子
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