
平成３０年度緩和ケア研修会受講修了者一覧表

■平成３０年５月２７日、平成３０年６月３日開催 ■平成３０年７月８日、平成３０年７月１５日開催

　　主催：徳島県赤十字病院、修了者６名 　　主催：徳島大学病院、修了者２５名

修了者番号 氏　名 所　属 所属科 修了者番号 氏　名 所　　　属 所属科

H30-001 土山　洋介 徳島大学病院 研修医（２年目） H30－040 坂東　美咲 徳島赤十字病院 研修医

H30-002 武田　芳嗣 徳島赤十字病院 整形外科 H30－041 近藤　早紀 徳島赤十字病院 研修医

H30-003 三好　麻衣子 徳島赤十字病院 血管内治療科 H30－042 堀　太貴 徳島赤十字病院 研修医

H30-004 山田　諭 徳島赤十字病院 腎臓内科 H30－043 宮本　千暁 徳島大学病院 皮膚科

H30-005 松永　直樹 徳島赤十字病院 救急科 H30－044 中須賀 彩香 徳島大学病院 皮膚科

H30-006 牧　秀則 徳島赤十字病院 外科 H30－045 多田  紗彩 徳島大学病院 研修医

H30－046 安井 沙耶 徳島大学病院 研修医

■平成３０年６月２４日、平成３０年７月８日開催 H30－047 大池 由夏 徳島大学病院 研修医

　　主催：徳島県立中央病院、修了者３３名 H30－048 島本 枝里伽 徳島大学病院 研修医

修了者番号 氏　名 所　属 所属科 H30－049 田村　公 徳島大学病院 研修医

H30-007 四方　祐子 徳島県立中央病院 外科 H30－050 森　あずさ 徳島大学病院 研修医

H30-008 田岡　雅世 TAOKAこころの医療センター 内科 H30－051 高橋　未奈 徳島大学病院 研修医

H30-009 倉敷　佳孝 徳島赤十字病院 脳神経外科 H30－052 水口　槙子 徳島赤十字病院 研修医

H30-010 原田　容子 徳島赤十字病院 研修医 H30－053 金川　裕子 徳島大学病院 口腔内科

H30-011 細木　美苗 徳島赤十字病院 研修医 H30－054 曽我部　公子 徳島大学病院 血液内科

H30-012 福田　美月 徳島赤十字病院 研修医 H30－055 金子　遥祐 徳島大学病院 研修医

H30-013 松浦　元一 徳島赤十字病院 腎臓内科 H30－056 宮上　慎司 徳島大学病院 研修医

H30-014 髙木　俊人 阿南共栄病院 整形外科 H30－057 蓑手　孝宗 徳島大学病院 研修医

H30-015 佐々木　健介 徳島赤十字病院 形成外科 H30－058 水口　誠人 徳島赤十字病院 研修医

H30-016 箕田　直治 徳島大学病院 麻酔科 H30－059 松田　宙也 徳島大学病院 研修医

H30-017 安部　翔子 徳島県立中央病院 研修医 H30－060 卜部　海人 徳島大学病院 研修医

H30-018 藤本　稜 徳島県立中央病院 研修医 H30－061 浅井　孝仁 徳島大学病院 研修医

H30-019 藤野　勝也 徳島県立中央病院 研修医 H30－062 前田　拓也 徳島大学病院 研修医

H30-020 前田　崇彰 徳島県立中央病院 研修医 H30－063 青木　秀憲 徳島大学病院 研修医

H30-021 岡田　歩 徳島県立中央病院 循環器内科 H30－064 岡川　和人 おかがわ内科・小児科 内科

H30-022 岩佐　修平 徳島県立中央病院 研修医

H30-023 西村　匡司 徳島県立中央病院 集中治療 ■平成３０年８月２６日、平成３０年９月２日開催

H30-024 岡部　寛 徳島県立中央病院 形成外科 　　主催：徳島市民病院、修了者１９名

H30-025 中野　勇希 徳島県立中央病院 研修医 修了者番号 氏　名 所　属 所属科

H30-026 宮上　侑子 徳島大学病院 研修医 H30-065 細川　忍 徳島赤十字病院 循環器内科

H30-027 壹岐　豊 徳島大学病院 研修医 H30-066 粟飯原　賢一 徳島大学病院 糖尿病・代謝疾患

H30-028 垂髪　祐樹 徳島県立中央病院 神経内科 H30-067 山本　博貴 徳島県立中央病院 臨床研修医

H30-029 佐藤　健太 徳島県立中央病院 神経内科 H30-068 柿本　拓海 徳島市民病院 臨床研修医

H30-030 木内　智也 徳島市民病院 脳神経外科 H30-069 内藤　仁美 徳島県立中央病院 臨床研修医

H30-031 早渕　修 徳島県立中央病院 総合診療科 H30-070 中村　昌史 徳島大学病院 臨床研修医

H30-032 非公表 H30-071 手島　陵太 徳島赤十字病院 臨床研修医

H30-033 三木　延茂 三木内科循環器クリニック 内科 H30-072 三好　彩佳 徳島県立中央病院 臨床研修医

H30-034 非公表 H30-073 谷村　奈津美 徳島赤十字病院 臨床研修医

H30-035 髙岡　猛 高岡消化器内科 内科 H30-074 宮田　好裕 徳島大学病院 消化器内科

H30-036 川村　晴水 徳島県立中央病院 地域医療科 H30-075 川口　智之 徳島大学病院 消化器内科

H30-037 多幡　有莉乃 徳島大学病院 研修医 H30-076 村木　翔 徳島県立中央病院 臨床研修医

H30-038 中山　麻由子 羽ノ浦整形外科内科病院 内科・リウマチ科 H30-077 高原　千咲 徳島赤十字病院 臨床研修医

H30-039 原田　慎史 原田内科 内科 H30-078 渡邉　俊介 徳島赤十字病院 病理診断科

H30-079 國重　道大 徳島大学病院 臨床研修医

■平成３０年１１月４日、１１月１８日開催 H30-080 堀北　実 東徳島医療センター 消化器内科

　　主催：徳島県立三好病院、修了者１３名 H30-081 林　真見子 林クリニック 内科

修了者番号 氏　名 所　属 所属科 H30-082 榊原　健人 徳島大学病院 歯科口腔外科

H30-084 谷　彰浩 徳島大学病院 臨床研修医 H30-083 近藤　圭大 徳島市民病院 臨床研修医

H30-085 近藤　広宗 徳島大学病院 臨床研修医

H30-086 宮本　亮太 徳島県立中央病院 臨床研修医

H30-087 木下　康 徳島県立三好病院 麻酔科

H30-088 蔭山　徳人 徳島県立三好病院 循環器内科

H30-089 大歯　浩一 徳島県立三好病院 整形外科

H30-090 山田　正代 徳島県鳴門病院 産婦人科

H30-091 武原　悠花子 吉野川医療センター 臨床研修医

H30-092 圓藤　幸子 吉野川医療センター 臨床研修医

H30-093 門田　美由香 徳島健生病院 臨床研修医

H30-094 岩浅　祐二郎 ライフクリニック 内科

H30-095 非公表

H30-096 佐々木　眞人 佐々木外科内科 外科・内科


