日本緩和医療学会 専門医
合計 244名
北海道
氏名
泰之
拓也
浩之
恵
和彦
佳之
徹夫
晶子
裕

：9名
認定日
2011/04/01
2011/04/01
2015/04/01
2016/04/01
2019/04/01
2016/04/01
2015/04/01
2015/04/01
2016/04/01

最終更新日
2017/05/15
2018/05/02
2018/04/25
2018/04/26
2019/04/01
2018/05/02
2019/02/28
2018/04/23
2018/04/24

認定日
2015/04/01
2015/04/01
2012/04/01

最終更新日
2018/04/27
2017/06/19
2018/04/25

認定日
2019/04/01
2012/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/27

山形県 ：1名
氏名
所属
神谷 浩平
山形県立中央病院 緩和医療科

認定日
2011/04/01

最終更新日
2018/06/19

福島県 ：2名
氏名
所属
佐藤 薫
公立大学法人 福島県立医科大学 麻酔科学講座
橋本 孝太郎
医療法人社団爽秋会 ふくしま在宅緩和ケアクリニック

認定日
2016/04/01
2013/04/01

最終更新日
2018/04/24
2018/04/24

認定日
2016/04/01

最終更新日
2018/04/27

2018/04/01

2018/04/26

2019/04/01
2017/04/01
2011/04/01

2019/04/01
2018/05/02
2018/04/23

2017/04/01

2018/04/26

認定日
2019/04/01
2018/04/01
2015/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/01
2018/04/26

認定日
2019/04/01
2015/04/01
2016/04/01
2012/04/01
2017/04/01

最終更新日
2019/04/01
2017/06/26
2018/04/23
2018/04/26
2017/06/19

認定日
2016/04/01
2017/04/01
2014/04/01
2010/04/01

最終更新日
2018/05/01
2018/05/10
2017/04/24
2018/04/23

認定日

最終更新日

阿部
岡本
小田
川畑
小池
児玉
小西
鈴木
山崎

宮城県
氏名
河原 正典
田島 つかさ
中保 利通

所属
旭川医科大学病院 緩和ケア診療部
ひじり在宅クリニック
市立札幌病院 緩和ケア内科
勤医協中央病院 緩和ケア科
社会医療法人 札幌清田病院 緩和ケア内科
医療法人社団佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック
よつば家庭医医療クリニック
森病院
市立函館病院 緩和ケア科
：3名
所属
医療法人社団爽秋会 岡部医院仙台
塩竃市立病院 緩和医療内科 ペイクリニック科
宮城県立がんセンター 緩和ケア内科

秋田県 ：2名
氏名
田所 学
外旭川病院 ホスピス科
松尾 直樹
外旭川病院

所属

茨城県 ：6名
氏名
所属
斉藤 英俊
水戸済生会総合病院 緩和ケア診療科
下川 美穂
公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセン
ター病院 緩和医療科
長岡 広香
筑波大学附属病院 総合診療科 緩和ケアセンター
萩原 信悟
友愛記念病院 緩和ケア科
久永 貴之
筑波メディカルセンター病院 緩和医療科
矢吹 律子
公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセン
ター病院 緩和医療科
栃木県
氏名
石川 和由
山口 重樹
渡辺 邦彦

：3名

：5名

久保
佐藤
高橋
田中
中島

群馬県
氏名
佳子
浩二
有我
俊行
邦枝

：4名

春日
菊岡
工藤
余宮

埼玉県
氏名
真由美
修一
尚子
きのみ

所属
とちぎメディカルセンターとちのき 緩和ケア内科
獨協医科大学 医学部 麻酔科学講座
在宅ほすぴす
所属
群馬県立がんセンター 緩和ケア科
さとう内科クリニック
二之沢病院 内科
高崎総合医療センター 外科（緩和医療科）
済生会前橋病院 麻酔科
所属
独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 緩和ケア内科
三浦病院
近藤医院
埼玉県立がんセンター 緩和ケア科

千葉県 ：11名
氏名

所属

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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秋月 晶子
小板橋 俊哉
坂下 美彦
関根 龍一
田上 恵太
田口
松本
三浦
村上
吉川
渡邉

奈津子
禎久
智史
敏史
征一郎
有希

相河
赤司
阿部
有賀
伊藤
岩本
江川

東京都
氏名
明規
雅子
博昭
悦子
哲也
華子
健一郎

大澤 岳史
大津 秀一
大中 俊宏
加登 大介
金石 圭祐
川原 玲子
木内 大佑
後藤 宏顕
根東 順子
齊藤 英一
齊藤 理
櫻井 宏樹
首藤 真理子
白澤 円
菅野 康二
鈴木 梢
鈴木 正寛
住谷 昌彦
髙世 秀仁
竹井 清純
竹内 麻理
田實 武弥
田中 桂子
田上 正
十九浦 宏明
鄭陽
中島 豪
中村 陽一
西木戸 修
野里 洵子
橋口 さおり
林 章敏
福田 陽子
穂積 淳
宮田 知恵子
村瀬 樹太郎
森 尚子
八戸 すず
八代 英子
余谷 暢之

千葉県がんセンター 緩和医療科
東京歯科大学市川総合病院 緩和ケア科
千葉県がんセンター 緩和医療科
亀田総合病院 疼痛・緩和ケア科
東北大学病院 緩和医療科/ 東北大学大学院 医学系研究
科 緩和医療学分野
千葉大学医学部附属病院 麻酔・疼痛・緩和医療科
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 緩和医
国立がん研究センター東病院 緩和医療科
聖隷佐倉市民病院 緩和医療科
順天堂大学医学部附属浦安病院 外科
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 緩和医

2019/04/01
2016/04/01
2012/04/01
2013/04/01

2019/04/01
2018/04/23
2018/04/26
2018/04/27

2016/04/01

2018/04/26

2010/04/01
2014/04/01
2014/04/01
2014/04/01
2017/04/01
2019/04/01

2018/04/26
2018/04/27
2017/06/20
2018/05/08
2018/04/26
2019/04/01

認定日
2017/04/01
2014/04/01
2019/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2015/04/01

最終更新日
2018/04/26
2018/05/08
2019/04/01
2018/04/23
2018/04/26
2017/07/21

2018/04/01

2018/04/26

2017/04/01
2012/04/01
2017/04/01
2013/04/01
2010/04/01
2018/04/01
2014/04/01
2019/04/01
2016/04/01
2014/04/01
2017/04/01
2015/04/01
2012/04/01
2013/04/01
2017/04/01
2014/04/01
2012/04/01
2016/04/01
2015/04/01
2016/04/01
2013/04/01
2017/04/01
2011/04/01
2019/04/01
2015/04/01
2012/04/01
2019/04/01
2012/04/01
2019/04/01
2016/04/01
2011/04/01
2010/04/01
2013/04/01
2017/04/01
2015/04/01
2018/04/01
2019/04/01
2011/04/01
2015/04/01
2017/04/01

2018/04/24
2018/08/30
2018/04/23
2017/04/07
2018/04/23
2018/10/18
2018/06/05
2019/04/01
2018/04/24
2019/03/12
2018/05/02
2018/04/24
2018/08/30
2018/04/24
2018/04/26
2018/04/25
2018/04/26
2018/04/26
2017/04/12
2018/04/23
2018/04/26
2018/04/23
2018/04/25
2019/04/01
2018/05/15
2018/04/27
2019/04/01
2018/05/02
2019/03/08
2018/04/27
2018/04/26
2018/04/26
2018/05/01
2018/04/26
2018/04/24
2018/04/26
2019/04/01
2017/04/26
2018/05/02
2018/04/25

認定日
2014/04/01

最終更新日
2018/04/23

：47名
所属
ケアタウン小平クリニック 在宅緩和ケア
武蔵野赤十字病院 緩和ケア内科
東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部
帝京大学医学部 緩和医療学講座
日本赤十字社医療センター 緩和ケア科
桜新町アーバンクリニック
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総
合病院 緩和ケア科
帝京大学医学部附属病院 緩和ケア内科
早期緩和ケア大津秀一クリニック
賛育会病院 精神腫瘍科
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 緩和医療科
東京新宿メディカルセンター 緩和ケア内科
がん研有明病院
国立がん研究センター 中央病院 緩和医療科
社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 腫瘍血液内科
公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 外科
東京都健康長寿医療センター
東京医科大学病院 緩和医療部
がん研有明病院 緩和治療科
みなとホームケアクリニック
災害医療センター 緩和医療 ペインクリニック科
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療セン
がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科
ＮＴＴ東日本関東病院 緩和ケア科
東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部
東久留米なごみ内科診療所
日本赤十字社医療センター 緩和ケア科
慶應義塾大学病院 精神・神経科 緩和ケアセンター
松原アーバンクリニック
がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科
東京医科大学
東京さくら病院
東京都立駒込病院 緩和ケア科
東京女子医科大学 化学療法・緩和ケア科
東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座・医学教育センター
昭和大学病院 緩和医療科
東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍センター
慶應義塾大学 医学部麻酔学教室・緩和ケアセンター
財団法人 聖路加国際病院 緩和ケア科
東京衛生病院 緩和ケア科
東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 緩和ケア内
東京慈恵会医科大学附属第三病院 総合診療部
赤羽在宅クリニック
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科・緩和ケア
東京さくら病院
国立成育医療研究センター 総合診療部緩和ケア科

神奈川県 ：9名
氏名
所属
磯野 永依
神奈川県警友会 けいゆう病院 緩和ケア内科

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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太田 周平

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がん
センター 緩和ケア内科
めぐみ在宅クリニック
横浜市立大学附属病院 総合診療医学
川崎市立井田病院
みらい在宅クリニック
ゆう在宅クリニック
横浜市立大学附属市民総合医療センター 麻酔科
小田原市立病院 緩和ケア科

2014/04/01

2018/04/26

2019/04/01
2013/04/01
2012/04/01
2014/04/01
2013/04/01
2018/04/01
2013/04/01

2019/04/01
2016/04/20
2018/04/27
2017/04/11
2018/04/27
2018/05/02
2018/05/30

認定日
2017/04/01
2014/04/01

最終更新日
2017/04/09
2018/05/08

認定日
2019/04/01
2015/04/01
2014/04/01
2014/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/23
2018/04/26
2018/04/26

石川県 ：1名
氏名
所属
石川県立中央病院 麻酔科
高橋 麗子

認定日
2011/04/01

最終更新日
2018/04/26

福井県 ：2名
氏名
所属
児玉 麻衣子 福井大学医学部付属病院 がん診療推進センター
嶋田 和貴
京都大学医学部附属病院 緩和医療科・緩和ケアセンター

認定日
2019/04/01
2016/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/24

認定日
2015/04/01
2011/04/01
2017/04/01
2019/04/01
2018/04/01
2015/04/01
2017/04/01
2013/04/01

最終更新日
2018/05/02
2017/04/19
2018/05/01
2019/04/01
2018/04/01
2018/03/15
2018/04/27
2018/04/23

認定日
2019/04/01

最終更新日
2019/04/01

認定日
2019/04/01

最終更新日
2019/04/01

2012/04/01

2018/04/24

2016/04/01
2015/04/01
2015/04/01

2018/04/24
2017/04/11
2018/04/24

2013/04/01

2018/04/27

2017/04/01

2018/04/23

認定日
2019/04/01
2015/04/01
2013/04/01
2019/04/01
2018/04/01
2016/04/01

最終更新日
2019/04/01
2017/04/07
2018/04/25
2019/04/01
2018/04/27
2018/04/27

小澤 竹俊
日下部 明彦
佐藤 恭子
佐藤 将之
原田 紳介
柳泉 亮太
吉野 和穂

新潟県 ：2名
氏名
所属
堀 正樹
新潟県立加茂病院 緩和ケア科・一般内科
本間 英之
新潟県立がんセンター新潟病院 緩和ケア科

梶浦
小林
舩木
村上

阿部
大道
坂本
野池
間宮
村上
山田
山本

富山県
氏名
新也
孝一郎
康二郎
望

長野県
氏名
克哉
雅英
明之
輝匡
敬子
真基
祐司
亮

：4名
所属
富山大学大学院 医学薬学研究部（医学） 臨床腫瘍学講
富山赤十字病院 呼吸器外科・緩和治療センター
富山市立富山市民病院 緩和ケア内科
厚生連高岡病院 緩和ケア外科

：8名
所属
(株)日立製作所日立総合病院 緩和ケア科
愛和病院 緩和ケア病棟
信州大学医学部麻酔蘇生学教室
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 緩和ケア科
信州大学医学部附属病院 信州がんセンター 緩和部門
国立病院機構 信州上田医療センター
医療法人愛和会 愛和病院 緩和ケア病棟
佐久総合病院佐久医療センター 緩和ケア内科

岐阜県 ：1名
氏名
所属
伊藤 浩明
岐阜県立多治見病院 緩和ケア内科
静岡県 ：7名
氏名
所属
石川 ゆりか
静岡県立静岡がんセンター 緩和医療科
今井 堅吾
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病
院 ホスピス科
平田 敦子
神山復生病院 内科 ホスピス
福本 和彦
磐田在宅医療クリニック
森 雅紀
聖隷三方原病院 緩和ケアチーム
山田 博英
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 緩
和医療科
横道 直佑
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院
ホスピス科
愛知県
氏名
浅井 泰行
伊奈 研次
小田切 拓也
梶野 友世
小島 美保
坂本 雅樹

：13名
所属
小牧市民病院 緩和ケア科
名古屋記念病院 化学療法内科
小牧市民病院 緩和ケア科
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 疼痛緩和ケア科
名古屋掖済会病院 緩和ケア内科
名古屋徳洲会総合病院 外科、緩和ケア外科

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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佐藤 健
澤田 憲朗
杉下 美保子
長谷川 貴昭
森 直治
安江 敦
渡邊 紘章

荒木
佐藤
松原
渡部

三重県
氏名
裕登
香
貴子
秀樹

独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター 外科
公立陶生病院 緩和ケア内科
名古屋大学医学部附属病院 化学療法部
名古屋市立大学病院 緩和ケア部
愛知医科大学病院 緩和ケアセンター
木の香往診クリニック
小牧市民病院 緩和ケア科
所属
松阪厚生病院 緩和ケア科
市立伊勢総合病院 緩和ケア内科
三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター・緩和ケア科
三重県立総合医療センター 外科

京都府
氏名
大西 佳子
上林 孝豊
谷口 彩乃
波多野 貴彦
原田 秋穂
平本 秀二
藤原 恵
山代 亜紀子

：8名

大阪府
氏名
相木 佐代
天野 晃滋
池永 昌之
沖代 奈央
梶山 徹
駒澤 伸泰
酒井 清裕
清水 啓二
塚原 悦子
端 裕之
蓮尾 英明
羽多野 裕
馬場 美華
前田 一石
牧村 ちひろ
増澤 宗洋
松岡 弘道
松田 能宣
山﨑 圭一

：19名

安保
安藤
池垣
板倉
浦浜
岡田
岡本
木澤
木村
坂下
新家
新城
高瀬

2018/04/26
2019/04/01
2018/04/23
2018/04/23
2018/04/26
2019/01/17
2018/04/25

認定日
2015/04/01
2017/04/01
2019/04/01
2016/04/01

最終更新日
2018/04/24
2018/04/27
2019/04/01
2018/04/27

認定日
2017/04/01

最終更新日
2018/05/02

認定日
2016/04/01
2014/04/01
2018/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2017/04/01
2018/04/01
2016/04/01

最終更新日
2018/07/02
2018/04/27
2018/04/01
2018/04/01
2017/04/12
2018/04/26
2018/04/01
2017/04/07

認定日
2019/04/01
2013/04/01
2010/04/01
2015/04/01
2016/04/01
2014/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2014/04/01
2019/04/01
2012/04/01
2019/04/01
2016/04/01
2018/04/01
2016/04/01
2014/04/01
2014/04/01
2019/04/01
2014/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/25
2018/04/26
2018/04/23
2018/04/25
2018/04/23
2018/04/26
2018/04/25
2017/04/07
2019/04/01
2018/04/25
2019/04/01
2018/04/25
2018/04/24
2017/04/07
2017/07/25
2017/04/18
2019/04/01
2018/05/07

認定日
2013/04/01
2016/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2017/04/01
2010/04/01
2018/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2012/04/01
2014/04/01
2010/04/01
2016/04/01

最終更新日
2018/05/01
2018/04/24
2018/04/23
2018/04/24
2017/04/08
2017/04/07
2019/04/19
2018/04/24
2018/04/27
2018/04/23
2018/11/30
2018/04/24
2018/04/27

：4名

滋賀県 ：1名
氏名
所属
権哲
済生会滋賀県病院 疼痛・緩和ケア科

兵庫県
氏名
博文
俊弘
淳一
崇泰
憲永
雅邦
明子
義之
祥子
明大
治子
拓也
直人

2014/04/01
2019/04/01
2017/04/01
2017/04/01
2017/04/01
2018/04/01
2011/04/01

所属
京都市立病院 緩和ケア科
京都民医連 第二中央病院 往診センター
京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室
京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室
京都府立医科大学附属病院 疼痛・緩和ケア科
三菱京都病院 腫瘍内科・緩和ケア内科
京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室
京都府立医科大学附属病院 疼痛・緩和ケア科
所属
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 緩和ケ
大阪市立総合医療センター 緩和医療科
淀川キリスト教病院
おきしろ在宅クリニック
関西電力病院 緩和医療科
大阪医科大学 麻酔科学教室
近畿大学医学部 内科学教室 心療内科部門
大阪鉄道病院 緩和ケア内科
おおさか往診クリニック
大阪赤十字病院 緩和ケア科
関西医科大学附属病院 がん治療・緩和部門
ガラシア病院 ホスピス
吹田徳洲会病院 緩和医療科
医療法人ガラシア会 ガラシア病院 ホスピス科
近畿大学医学部付属病院 心療内科
関西医科大学総合医療センター ペインクリニック・緩和医
近畿大学 医学部内科学心療内科部門
近畿中央胸部疾患センター
ベルランド総合病院 乳腺センター、緩和ケアチーム
：23名
所属
国家公務員共済組合連合会 六甲病院 緩和ケア内科
西神戸医療センター 緩和ケア内科
兵庫県立がんセンター 麻酔科・緩和ケア内科
兵庫県立柏原病院 内科
医療法人協和会 協和マリナホスピタル 緩和ケア内科
おかだ内科クリニック
神戸海星病院
神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科
西脇市立西脇病院 内科
神戸大学医学部附属病院 腫瘍センター 緩和ケアチーム
医療法人社団楽風会 西村医院
しんじょう医院
宝塚市立病院 呼吸器内科兼腫瘍内科

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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田中
棚田
西島
西本
廣瀬
前田
松田
三田
山口
吉川

祐子
大輔
薫
哲郎
宗孝
倫
良信
礼子
崇
善人

奈良県
氏名
大塚 正友
加藤 恭郎
田原 一樹

兵庫県立加古川医療センター 緩和ケア内科
兵庫医科大学 麻酔科学疼痛制御科学講座
神戸大学医学部付属病院 緩和支持治療科
市立芦屋病院 血液・腫瘍内科
兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座
西宮市立中央病院 麻酔科・ペインクリニック科
市立芦屋病院 緩和ケア内科
独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院
甲南病院
宝塚市立病院 緩和ケア内科

2016/04/01
2018/04/01
2017/04/01
2015/04/01
2018/04/01
2016/04/01
2017/04/01
2017/04/01
2013/04/01
2018/04/01

2018/04/24
2018/04/23
2017/07/04
2018/04/24
2018/04/24
2018/04/24
2018/05/15
2018/04/26
2018/05/02
2018/04/01

認定日
2018/04/01
2018/04/01
2017/04/01

最終更新日
2018/04/27
2018/05/02
2018/10/18

認定日

最終更新日

：3名
所属
近畿大学医学部奈良病院 緩和ケア科
天理よろづ相談所病院 緩和ケア科
山の辺病院 内科

和歌山県 ：2名
氏名
所属
大沢 恭子
和歌山県立医科大学附属病院 神経精神科・緩和ケアセン
ター兼務
栗山 俊之
和歌山県立医科大学附属病院 腫瘍センター緩和ケア部門

2018/04/01

2018/04/01

2014/04/01

2018/04/24

鳥取県 ：2名
氏名
所属
足立 誠司
鳥取市立病院
大呂 昭太郎 鳥取生協病院 緩和ケア科

認定日
2010/04/01
2018/04/01

最終更新日
2017/04/07
2018/04/26

島根県 ：2名
氏名
所属
安部 睦美
松江市立病院 緩和ケア・ペインクリニック科
橋本 龍也
島根大学医学部附属病院 緩和ケアセンター

認定日
2010/04/01
2019/04/01

最終更新日
2018/04/27
2019/04/01

認定日
2011/04/01
2013/04/01
2017/04/01
2011/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2014/04/01

最終更新日
2018/04/23
2018/04/24
2017/04/07
2018/09/28
2019/04/01
2019/04/01
2018/04/24

認定日

最終更新日

市原
片山
國末
小原
西江
野中
山根

岡山県
氏名
英基
英樹
充央
弘之
宏行
泰幸
弘路

：7名
所属
岡山大学病院 呼吸器・アレルギー内科
岡山大学病院 緩和支持医療科
医療法人つばさ つばさクリニック岡山
川崎医科大学総合医療センター
川崎医科大学附属病院 麻酔・集中治療科
津山中央病院
川崎医科大学 総合内科学4

広島県 ：1名
氏名
所属
林 優美
国立大学法人広島大学 広島大学病院 がん治療センター
緩和ケア部門

2017/04/01

2018/04/27

山口県 ：2名
氏名
所属
白木 照夫
国立病院機構 岩国医療センター 内科
竹内 愛
綜合病院 山口赤十字病院 緩和ケア科

認定日
2019/04/01
2018/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/26

徳島県 ：1名
氏名
所属
三木 仁司
医療法人倚山会 田岡病院 緩和ケア科

認定日
2014/04/01

最終更新日
2017/04/07

香川県 ：2名
氏名
所属
檀上 淳一
香川大学医学部附属病院 精神科神経科/緩和ケアチーム
原 一平
高知医療センター 緩和ケア内科

認定日
2019/04/01
2017/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/04/24

認定日
2010/04/01
2017/04/01
2018/04/01

最終更新日
2018/10/18
2018/04/27
2018/04/25

愛媛県
氏名
大坂 巌
越智 拓良
藤井 知美

：4名
所属
社会医療法人石川記念会 HITO病院 緩和ケア内科
医療法人聖愛会 松山ベテル病院 内科
愛媛大学医学部附属病院 緩和ケアセンター

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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2017/04/01

2018/04/23

認定日
2013/04/01

最終更新日
2018/04/26

2012/04/01

2018/04/25

2015/04/01
2017/04/01
2019/04/01
2013/04/01
2018/04/01
2019/04/01
2015/04/01
2019/04/01

2018/04/23
2018/05/02
2019/04/01
2018/04/26
2019/02/20
2019/04/01
2018/04/23
2019/04/01

長崎県 ：2名
氏名
所属
石井 浩二
長崎大学病院 麻酔科
冨安 志郎
地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 緩和ケア科

認定日
2017/04/01
2010/04/01

最終更新日
2018/04/25
2018/04/23

熊本県 ：1名
氏名
所属
熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター
吉武 淳

認定日
2015/04/01

最終更新日
2018/04/25

大分県 ：1名
氏名
所属
大野 栄治
大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科

認定日
2017/04/01

最終更新日
2018/04/26

認定日
2019/04/01
2013/04/01
2017/04/01
2018/04/01

最終更新日
2019/04/01
2018/05/02
2017/06/19
2018/04/26

認定日
2018/04/01
2016/04/01

最終更新日
2018/04/27
2017/04/19

認定日

最終更新日

三浦 耕資

四国がんセンター 緩和ケア内科

福岡県 ：10名
氏名
所属
荒木 貢士
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 緩和ケア
大谷 弘行
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 緩和ケア
チーム/緩和治療科
柏木 秀行
飯塚病院 緩和ケア科
今野 里美
完光会 今野病院
鹿田 康紀
済生会福岡総合病院 がん治療センター・外科
下稲葉 順一
社会医療法人栄光会 栄光病院 ホスピス
中堀 亮一
福岡みなと在宅医療クリニック
西村 一宣
医療法人社団シマダ 嶋田病院
福重 哲志
久留米大学病院 緩和ケアセンター
山口 健也
JCHO九州病院 緩和ケア科

高橋
内藤
船橋
丸田

宮崎県
氏名
稔之
明美
英樹
望

：4名
所属
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 緩和ケア内科
宮崎市郡医師会病院 緩和ケア科
宮崎大学医学部附属病院 精神科・緩和ケアチーム
医療法人誠和会 和田病院

鹿児島県 ：2名
氏名
所属
小川 信
国民健康保険 大和診療所
松下 格司
今村病院 緩和ケア
沖縄県 ：2名
氏名
所属
髙橋 秀徳
琉球大学医学部附属病院 地域医療部・がんセンター外来
化学療法室
中島 信久
琉球大学医学部附属病院 地域医療部 緩和ケアセンター

2010/04/01

2018/04/27

2012/04/01

2019/03/08

認定日
2016/04/01

最終更新日
2017/06/30

国外 ：1名
氏名
黛 芽衣子

所属
Islands Hospice Palliative Care

*異動届未提出または在籍未確認（2019年4月1日現在）
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