
千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

消化器内科 加藤　直也 久保寺　愛

今関　文夫 中島　彰宏

加藤　順 田波　貴彬

松村　倫明 髙石　浩司

千葉　哲博 桐戸　敬介

小笠原　定久 糖尿病・代謝・内分泌内科 横手　幸太郎

大山　広 三木　隆司

近藤　孝行 田中　知明

中村　昌人 小野　啓

叶川　直哉 前澤　善朗

沖元　謙一郎 小出　尚史

齊藤　朋子 横尾　英孝

清野　宗一郎 永野　秀和

小林　和史 鈴木　佐和子

齊藤　景子 加藤　尚也

兒島　隆太 熊谷　仁

神﨑　洋彰 樋口　誠一郎

金子　達哉 石川　崇広

井上　将法 塚越　彩乃

杉原　地平 五十嵐　活志

弓田　冴 平賀　千尋

大内　麻愉 南塚　拓也

黒杉　茜 大野　友寬

堀尾　亮輔 金子　ひより

永嶌　裕樹 石渡　一樹

興梠　慧輔 寺本　直弥

小川　慶太 佐藤　愛

大山　湧平 青野　和人

山田　奈々 渡邉　涼香

間宮　幸代 田村　みなみ

髙橋　知也 井出　佳奈

呉　霜 前田　祐香里

腎臓内科・人工腎臓部 奥永　一成 正司　真弓

井上　宏子 内藤　久美子

山﨑　佳穗 上　紗央理

市川　友裕 南　研人

血液内科・輸血・細胞療法部 堺田　惠美子 野牛　勇佑

大和田　千桂子 アレルギー・膠原病内科 池田　啓

三村　尚也 小島　祥太郎

竹田　勇輔 鈴木　惇也

武藤　朋也 阿部　和也

大島　渚 井田　友明

塚本　祥吉 宮地　万紗

和泉　真太郎 石川　絢一

中尾　三四郎 服部　古都

松井　愼一郎 戸田　陽介

柴宮　明日香 髙山　明日香

鎌田　百合 田村　潤

緩和ケア研修修了者一覧（2022年5月1日現在）
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千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

加藤　広大 北原　慎介

林　佑紀 今井　俊

循環器内科・冠動脈疾患部 伊藤　竜 伊藤　拓

佐々木　晴香 高木　賢人

髙橋　愛 葉山　奈美

佐藤　貴範 堀内　大

加藤　央隼 小野　真裕美

山下　大地 呉　藤浩

小野　亮平 冨田　嗣子

千葉　俊典 村井　優志

平賀　崇 浦野　亮

山﨑　達朗 小川　秀己

青木　薫子 和漢診療科 八木　明男

龍崎　智子 篠塚　愛未

青木　秀平 大橋　範之

駒井　佑哉 中村　繭子

髙梨　友紀子 腫瘍内科 滝口　裕一

柳沼　大陽 大野　泉

呼吸器内科 杉浦　寿彦 高橋　幸治

寺田　二郎 日下部　裕子

巽　浩一郎 白鳥　航

坂尾　誠一郎 菅　元泰

川田　奈緒子 明杖　直樹

伊狩　潤 對田　 尚

川﨑　剛 心臓血管外科 焼田　康紀

安部　光洋 伊藤　駿太郎

内藤　亮 伊東　千尋

重田　文子 柴田　裕輔

須田　理香 山田　隆熙

関根　亜由美 山本　浩亮

木下　拓 大森　智瑛

三輪　秀樹 萩原　悠介

齋藤　合 肝胆膵外科 大塚　将之

谷口　悠 高屋敷　吏

佐藤　峻 髙野　重紹

小柳　悠 久保木　知

丸山　香苗 西野　仁惠

鈴木　英子 仲田　真一郎

栗山　彩花 鈴木　大亮

永田　淳 酒井　望

橋本　弥永子 小西　孝宜

井坂　由莉 細川　勇

石井　大介 三島　敬

今本　拓郎 百武　佳晃

岡谷　匡 藤井　康矢

佐々木　篤志 周　達仁

鈴木　友里 佐藤　駿介

池田　英樹 園田　至人

勝又　萌 江藤　亮大郎

川目　千晶 戸ヶ崎　賢太郎
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千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

松山　尚樹 由佐　城太郎

森中　孝至 山中　崇寛

吉住　有人 太枝　帆高

冨澤　聡史 西井　開

岡　義人 伊藤　祐輝

与儀　憲和 松本　寛樹

髙柳　良介 大谷　祐介

粕谷　雅晴 麻酔・疼痛・緩和医療科 磯野　史朗

守安　諒 田口　奈津子

年光　亜水 鐘野　弘洋

仲　祐太朗 孫　慶淑

乳腺・甲状腺外科 長嶋　健 山地　芳弘

藤本　浩司 泰地　沙季

榊原　淳太 川上　定俊

山本　寛人 山岸　頌子

食道・胃腸外科 林　秀樹 齊藤　渓

丸山　通広 坂口　雄一

大平　学 村松　隆宏

上里　昌也 吉川　文広

早野　康一 波照間　友基

村上　健太郎 髙井　啓有

栃木　透 中尾　史織

藏田　能裕 山田　高之

中野　明 奥山　めぐみ

大塚　亮太 中島　祐人

荒澤　孝裕 橋田　真由美

今西　俊介 神山　瑞恵

丸山　哲郎 浮谷　友悠

豊住　武司 内野　慶次郎

松本　泰典 柴原　美緒

玉地　智英 藤澤　美和子

髙𣘺　有未子 盛　裕貴

貝沼　駿介 山田　ことの

佐々木　拓馬 横田　菫

木下　和也 新井　宗晃

比毛　修太郎 澤田　雅世

西岡　祐里 太田　舞歌

呼吸器外科 吉野　一郎 渡邉　襟

本橋　新一郎 渡邉　毅士

鈴木　秀海 宮田　結奈

坂入　祐一 河内　亜希

和田　啓伸 清水　舞

畑　敦 白石　友香

海寳　大輔 気田　歩惟

伊藤　貴正 上原　陸

田中　教久 田中　君佳

越智　敬大 宮﨑　有香
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千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

森田　泰史 山岸　梓

山縣　智尋 柿栖　將人

泌尿器科 市川　智彦 竹本　雅実子

今村　有佑 関根　寛子

佐塚　智和 松永　真由子

竹内　信善 石山　真生

新井　隆之 皮膚科 猪爪　隆史

佐藤　広明 外川　八英

金坂　学斗 浦﨑　智恵

加藤　繭子 小熊　玲奈

齋藤　心平 川島　秀介

佐藤　航大 山本　洋輔

金岡　尚志 宮地　秀明

柴田　裕貴 川原　祐

三神　功亮 佐伯　優佳

藤本　歩 塚本　利朗

梨井　隼菱 山﨑　由里子

裵　祥存 山本　麻琴

塚本　亮 耳鼻咽喉・頭頚部外科 花澤　豊行

森川　真衣 米倉　修二

岩井　純平 福本　一郎

岡　龍司 鈴木　猛司

小林　和樹 飯沼　智久

田中　慧樹 山﨑　一樹

新納　潤 木下　崇

服部　美徳 新井　智之

整形外科 古矢　丈雄 新見　理恵

井上　嵩基 宮田　卓

弓手　惇史 川瀨　勝隆

佐久間　昭利 浅井　俊一

北條　篤志 須藤　智美

伊藤　竜 松山　浩之

寺川　寛朗 平本　琢人

正田　純平 木村　健太郎

丸山　隼太郎 米田　理葉

賀　鵬 園部　侑里

手塚　猛司 浜崎　佐和子

髙橋　直弘 岸野　愛子

矢野　史哉 福井　淳平

山村　純史 杉本　茜

眼科 北村　裕太 武田　宜高

清水　大輔 布施　宏樹

名木野　佑 松崎　拓哉

永井　達也 歯科・顎・口腔外科 鵜澤　一弘

清水　規宏 坂本　洋右
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千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

笠松　厚志 折口　槙一

齋藤　謙悟 渡邉　庸介

中嶋　大 足立　明彦

宮本　勲 菊地　浩

齋藤　智昭 松田　達磨

伊豫田　学 尾﨑　航

吉村　周作 佐々木　みなみ

高原　利和 本吉　究

野崎　龍之介 吉岡　正揮

喜田　晶洋 持田　裕介

福嶋　玲雄 李　晟賢

小出　奈央 脳神経内科 大西　庸介

本間　裕也 大谷　亮

形成・美容外科 新井　美波 半田　秀雄

安田　紗緒里 大櫛　萌子

林　みどり 鋸屋　悦子

前井　遥 小泉　湧芽

安藤　暢浩 髙坂　享佑

三木　健生 鬼頭　一明

山本　まどか 婦人科・周産期母性科 碓井　宏和

玉川　栄樹 楯　真一

德永　春奈 石川　博士

相沢　みづな 錦見　恭子

安崎　恵理 鈴木　義也

精神神経科・こどものこころ診療部 長谷川　直 松岡　歩

鈴木　耕輔 羽生　裕二

林　瑶子 金子　明夏

岡田　和樹 中村　名律子

鈴木　里実 中田　恵美里

須藤　佑輔 岡山　潤

川口　恭央 佐藤　明日香

小川　道 長澤　亜希子

杉田　紗織 片山　恵里

宇田川　真理子 大塚　聡代

門倉　祐貴 秦　利衣

村山　綾香 奥谷　理恵

脳神経外科 岩立　康男 齊藤　佳子

樋口　佳則 金子　尭興

松谷　智郎 勝浦　瑞貴

堀口　健太郎 小牟禮　あゆみ

廣野　誠一郎 髙橋　誠志郎

小林　正芳 根本　陽奈

久保田　真彰 小児科 内田　智子

横山　大騎 力石　浩志

杉山　友啓 長澤　耕男
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千葉大学医学部附属病院

部門 氏名 部門 氏名

佐藤　裕範 検査部 松下　一之

飯島　雄太 狩野　裕樹

萩原　翔 遺伝子診療部 中津川　智子

山下　喜晴 救急科・集中治療部 齋藤　大輝

齋藤　千尋 東　晶子

葉　ゆり 栗田　健郎

太田　遼 山本　晃之

小児外科 菱木　知郎 秦　奈々美

照井　慶太 山根　綾夏

小松　秀吾 石川　菜摘子

秦　佳孝 兼松　里衣

吉澤　比呂子 福岡　茜

西村　雄宏 病理部 橋本　麗

勝海　大輔 太田　昌幸

工藤　渉 原田　桜子

笈田　諭 林　麻南子

勝俣　善夫 リハビリテーション部 三浦　正敬

文田　貴志 北山　仁久

平野　祐一 吉﨑　智子

吉野　優作 赤嶺　博行

放射線 宇野　隆 感染症内科・感染制御部 猪狩　英俊

渡辺　未歩 矢幅　美鈴

齋藤　真 山岸　一貴

原田　倫太郎 戸来　依子

黒川　茉梨絵 内視鏡センター 對田　尚

岩井　祐磨 太田　佑樹

羽柴　淳 飯野　陽太郎

前島　拓馬 総合医療教育研修センター 竹田　健一郎

武内　嵩 鈴木　陽大

金澤　亜希 今枝　太郎

阿久津　陽 奥主　朋子

久保田　姫子 須賀　謙介

安藤　靖幸 山下　和志

宮﨑　裕己 【研修医】

画像診断センター 遠藤　正浩 部門 氏名

西山　晃 総合医療教育研修センター 伊豫　輝臣

市川　里奈 河原　巧紘

高田　章代 柴山　円

総合診療科 横川　大樹 鈴鹿　竜司

塚本　知子 塙　菜摘

内田　瞬 見上　達

小島　淳平 矢野　愛美香

栗原　むつか 山下　彩香

田村　弘樹 六田　祐亮

栁田　育孝 王　莉莉

李　宇 玉井　瑠人

花澤　奈央 山田　裕介

佐藤　瑠璃香

池上　亜希子

久富　隆之介

小林　浩
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