
施設名：奈良県立医科大学附属病院

平成30年12月1日現在

連番 所属 氏名

1 病院長 古家　仁

2 緩和ケアセンター 四宮　敏章

3 緩和ケアセンター 小野　由利加

4 医療情報部 玉本　哲郎

5 循環器内科学 石原　里美

6 循環器内科学 金岡　幸嗣朗

7 循環器内科学 経堂　篤史

8 腎臓内科学 西本　雅俊

9 腎臓内科学 上村　貴之

10 腎臓内科学 山田　彩乃

11 呼吸器内科学 室　繁郎

12 呼吸器内科学 山内　基雄

13 呼吸器内科学 天野　逸人

14 呼吸器内科学 本津　茂人

15 呼吸器内科学 田中　晴之

16 呼吸器内科学 山本　佳史

17 呼吸器内科学 藤田　幸男

18 呼吸器内科学 澤田　牧子

19 呼吸器内科学 田﨑　正人

20 呼吸器内科学 太田　浩世

21 呼吸器内科学 鵜山　広樹

22 呼吸器内科学 長　敬翁

23 呼吸器内科学 鹿子木　貴彦

24 呼吸器内科学 坂口　和宏

25 呼吸器内科学 久保　政之

26 呼吸器内科学 上田　将秀

27 呼吸器内科学 内原　正人

28 第三内科学 吉治　仁志

29 第三内科学 美登路　昭

30 第三内科学 浪﨑　正

31 第三内科学 赤羽　たけみ

32 第三内科学 北出　光輝

33 第三内科学 瓦谷　英人

34 第三内科学 鍛治　孝祐

35 第三内科学 澤田　保彦

36 第三内科学 関　建一郎

37 第三内科学 高谷　広章

38 第三内科学 下里　直隆

39 第三内科学 亀山　えりか

40 第三内科学 北川　洸

41 第三内科学 才川　宗一郎

緩和ケア研修会　修了者名簿
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42 第三内科学 武山　真也

43 第三内科学 中西　啓祐

44 第三内科学 藤永　幸久

45 第三内科学 古川　政統

46 第三内科学 小堤　隆広

47 第三内科学 賀屋　大介

48 第三内科学 久保　卓也

49 第三内科学 辻　裕樹

50 第三内科学 竹田　惣一

51 第三内科学 浅田　翔平

52 第三内科学 岩井　聡始

53 第三内科学 藤本　正男

54 第三内科学 増田　泰之

55 第三内科学 枩本　一祐

56 第三内科学 高木　宏哲

57 第三内科学 友岡　文優

58 第三内科学 木下　博貴

59 脳神経内科学 尾﨑　麻希

60 脳神経内科学 清水　宏紀

61 脳神経内科学 山中　愛

62 消化器・総合外科学 庄　雅之

63 消化器・総合外科学 池田　直也

64 消化器・総合外科学 澤井　利夫

65 消化器・総合外科学 久下　博之

66 消化器・総合外科学 松本　壮平

67 消化器・総合外科学 野見　武男

68 消化器・総合外科学 赤堀　宇広

69 消化器・総合外科学 若月　幸平

70 消化器・総合外科学 横谷　倫世

71 消化器・総合外科学 北東　大督

72 消化器・総合外科学 右田　和寛

73 消化器・総合外科学 長井　美奈子

74 消化器・総合外科学 中村　卓

75 消化器・総合外科学 國重　智裕

76 消化器・総合外科学 洲尾　昌伍

77 消化器・総合外科学 中出　裕士

78 消化器・総合外科学 中村　保幸

79 消化器・総合外科学 吉川　高宏

80 消化器・総合外科学 高木　忠隆

81 消化器・総合外科学 松本　弥生

82 消化器・総合外科学 中川　顕志
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83 消化器・総合外科学 金廣　裕道

84 消化器・総合外科学 田村　昂

85 消化器・総合外科学 小林　豊樹

86 脳神経外科学 中瀬　裕之

87 脳神経外科学 朴　永銖

88 脳神経外科学 中川　一郎

89 脳神経外科学 西村　文彦

90 脳神経外科学 田村　健太郎

91 脳神経外科学 松田　良介

92 脳神経外科学 山田　修一

93 脳神経外科学 竹島　靖浩

94 脳神経外科学 高村　慶旭

95 脳神経外科学 中村　光利

96 脳神経外科学 至田　洋一

97 脳神経外科学 村上　敏春

98 脳神経外科学 金　泰均

99 胸部・心臓血管外科学 澤端　章好

100 胸部・心臓血管外科学 安川　元章

101 胸部・心臓血管外科学 河合　紀和

102 胸部・心臓血管外科学 武村　潤一

103 胸部・心臓血管外科学 西川　浩史

104 整形外科学 朴木　寛弥

105 整形外科学 重松　英樹

106 整形外科学 藤井　宏真

107 整形外科学 川崎　佐智子

108 整形外科学 増田　佳亮

109 口腔外科学 桐田　忠昭

110 口腔外科学 山川　延宏

111 口腔外科学 柳生　貴裕

112 口腔外科学 上田　順宏

113 口腔外科学 青木　久美子

114 口腔外科学 上山　善弘

115 口腔外科学 中山　洋平

116 口腔外科学 髙橋　佑佳

117 口腔外科学 河上　真緒

118 口腔外科学 今田　光彦

119 口腔外科学 大澤　政裕

120 口腔外科学 植田　三惠

121 口腔外科学 至田　朱里

122 口腔外科学 杉浦　優希

123 口腔外科学 仲村　秀明
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124 口腔外科学 山本　一彦

125 産婦人科学 川口　龍二

126 産婦人科学 棚瀬　康仁

127 産婦人科学 山田　有紀

128 産婦人科学 岩井　加奈

129 産婦人科学 新納　恵美子

130 産婦人科学 長安　実加

131 産婦人科学 中村　春樹

132 産婦人科学 冨本　雅子

133 産婦人科学 穐西　実加

134 産婦人科学 山脇　愛香

135 眼科学 平井　宏昌

136 小児科学 石原　卓

137 小児科学 川口　達也

138 小児科学 水町　邦義

139 小児科学 北野　泰斗

140 精神医学 太田　豊作

141 精神医学 上田　昇太郎

142 精神医学 盛本　翼

143 精神医学 山下　泰徳

144 精神医学 西畑　陽介

145 精神医学 上田　淳哉

146 精神医学 田口　静

147 精神医学 吉川　裕晶

148 精神医学 長濱　剛史

149 精神医学 西村　英樹

150 精神医学 廣田　真織

151 精神医学 大森　章代

152 精神医学 北岡　啓

153 精神医学 本多　将人

154 皮膚科学 宮川　史

155 皮膚科学 小川　浩平

156 皮膚科学 宮尾　真理子

157 皮膚科学 西川　美都子

158 皮膚科学 岩佐　健太郎

159 皮膚科学 飯岡　弘至

160 皮膚科学 宮本　鈴加

161 皮膚科学 青木　郁樹

162 泌尿器科学 藤本　清秀

163 泌尿器科学 田中　宣道

164 泌尿器科学 米田　龍生
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165 泌尿器科学 鳥本　一匡

166 泌尿器科学 穴井　智

167 泌尿器科学 中井　靖

168 泌尿器科学 井上　剛志

169 泌尿器科学 三宅　牧人

170 泌尿器科学 森澤　洋介

171 泌尿器科学 堀　俊太

172 泌尿器科学 清水　卓斗

173 泌尿器科学 千原　良友

174 泌尿器科学 富澤　満

175 泌尿器科学 阪本　慧一

176 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 上村　裕和

177 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 西村　忠己

178 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 太田　一郎

179 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 山下　哲範

180 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 木村　隆浩

181 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 木村　直幹

182 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 伊藤　妙子

183 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 大山　寛毅

184 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 阪上　雅治

185 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 西村　在

186 放射線医学 田中　利洋

187 放射線医学 西尾福　英之

188 放射線医学 正田　哲也

189 放射線医学 立元　将太

190 放射線医学 茶之木　悠登

191 放射線医学 中井　貴大

192 放射線医学 堀内　克俊

193 放射線腫瘍医学 長谷川　正俊

194 放射線腫瘍医学 浅川　勇雄

195 放射線腫瘍医学 三浦　幸子

196 放射線腫瘍医学 入江　大介

197 放射線腫瘍医学 井上　和也

198 麻酔科学 川口　昌彦

199 麻酔科学 藤原　亜紀

200 麻酔科学 榎本　純子

201 麻酔科学 谷　季恵

202 麻酔科学 松村　佳織

203 麻酔科学 宮田　麻世

204 救急医学 大﨑　徹

205 救急医学 大山　有紗
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206 総合医療学 宮夲　真紀子

207 総合医療学 米今　諒

208 総合医療学 千﨑　聡士

209 病理診断学 杉本　澄美玲

210 中央臨床検査部（教員） 山﨑　正晴

211 中央手術部（教員） 位田　みつる

212 リハビリテーション科（教員） 城戸　顕

213 リハビリテーション科（教員） 塚本　真治

214 中央内視鏡部（教員） 小山　文一

215 中央内視鏡部（教員） 井上　隆

216 総合周産期母子医療センター（教員） 佐伯　しのぶ

217 総合周産期母子医療センター（教員） 渡壁　麻依

218 総合周産期母子医療センター（教員） 柳野　智

219 脳卒中センター（教員） 本山　靖

220 腫瘍センター（教員） 神野　正敏

221 腫瘍センター（教員） 吉井　由美

222 腫瘍センター（教員） 中本　貴透

223 ペインセンター 渡邉　恵介

224 形成外科 桑原　理充

225 形成外科 竹内　三佳

226 形成外科 益田　泰光

227 栄養管理部 吉川　雅則

228 臨床研修センター 笠松　丈人

229 臨床研修センター 久保　裕紀

230 臨床研修センター 鈴木　健太

231 臨床研修センター 武田　麻希

232 臨床研修センター 新田　勇治

233 臨床研修センター 村山　望

234 臨床研修センター 栁田　真希

235 糖尿病学講座 中島　拓紀

236 糖尿病学講座 西岡　祐一

237 糖尿病学講座 桒田　博仁

注）氏名等の公表は同意のある者のみ、記載しております。
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