
第４回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会　緩和ケア部会

＜出席者一覧＞	　 ※平成28年12月12日

都道府県 施設名 氏名 都道府県 施設名 氏名

松山　哲晃 細川　豊史

武藤　記代子 吉岡　とも子

山下　慈 恒藤　暁

渡辺　薫 尾崎　幹子

弘前大学医学部附属病院 佐藤　哲観　 飯島　正平

木村　祐輔　 田口　賀子

三浦　一穂 池垣　淳一

井上　彰 西村　晴美

畠山　里恵 長谷川　正俊

5 宮城県立がんセンター 中保　利通 四宮　敏章

安藤　秀明 中村　由美

三浦　京子 月山　淑

福島　紀雅 栗山　俊之

神谷　浩平 辻谷 俊一

松塚　崇 上田　恵巳

丹治　優子 齊藤　洋司

三橋　彰一 中谷　俊彦

鯉沼　とも子 松岡　順治

筑波メディカルセンター病院 志真　泰夫 片山　英樹

松井　孝至 岡山済生会総合病院 石原　辰彦

片岡　砂織 小早川　誠

山田　真紀子 家護谷　五月

角田　明美 県立広島病院 本家　好文

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 斎藤　龍生 山縣　裕史

余宮　きのみ 末重　千里

中山　幸子 尾形　美子

藤里　正視 宮越　智寿

坂下　美彦 徳島県立中央病院 寺嶋　吉保

田中　桂子 辻　　晃仁 

郡　由起子 本多　美枝

奈良林 至 三豊総合病院 細川　敦之

濱口 恵子 成本　勝広

太田　周平 三好　明文

古矢　尚子 医療法人聖愛会　松山ベテル病院 中橋　恒

金森　平和 高知県 高知大学医学部附属病院 小林　道也

川崎市立井田病院 宮森　正　 北岡　智子

許山　美和 外　須美夫

深沢　久美 嶋本　正弥

本間　英之 水元　一博

船見　恵美子 大島　彰

新潟市民病院 野本　優二 山﨑　弘子

間宮　敬子 佐藤　英俊

塩原　まゆみ 田中　まゆこ

富山県立中央病院 竹川　茂 北條　美能留

富山大学付属病院 菓子井　達彦 長池　恵美

19 石川県 金沢大学附属病院 山田　圭輔 山本　達郎

橋爪　泰夫 吉武　淳

宮永　太門 奥田　健太郎

福井大学医学部附属病院 片山　寛次 平山　真由美

飯田　宏樹 山賀　昌治

苅谷　三月 西村　亜希

大坂　巌 松下　格司

篠田　亜由美 田畑　真由美

小森　康永 増田　昌人

向井　未年子 中村　清哉

名古屋医療センター 下山　理史 友愛会　南部病院 笹良　剛史

松原　貴子 松本　禎久

福永　稚子 小川　朝生

堀　泰祐 里見　絵理子

吉田　智美 清水　研

1 北海道 北海道がんセンター 26 京都府 京都府立医科大学附属病院

2 青森県
青森県立中央病院 27 京都府 京都大学医学部附属病院

28 大阪府 大阪府立成人病センター

3 岩手県 岩手医科大学附属病院

29 兵庫県 兵庫県立がんセンター

4
宮城県

東北大学病院

30 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

6 秋田県 秋田大学医学部附属病院

31 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

7 山形県 山形県立中央病院

32 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

8 福島県 福島県立医科大学附属病院

33 島根県 島根大学医学部附属病院

9 茨城県
茨城県立中央病院

34 岡山県
岡山大学病院

10 栃木県 栃木県立がんセンター

35 広島県

37 徳島県
徳島大学病院

☆ 千葉県 千葉県がんセンター

広島大学病院

☆ 群馬県
群馬大学医学部附属病院

36 山口県 山口大学医学部附属病院

11 埼玉県 埼玉県立がんセンター

愛媛県
四国がんセンター

14 神奈川県
神奈川県立がんセンター

40

12 東京都 東京都立駒込病院
38 香川県

香川大学医学部附属病院

13 東京都 公益財団法人がん研究会有明病院

39

福岡県 九州がんセンター

17 長野県 信州大学医学部附属病院 43 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

15 山梨県 山梨県立中央病院
41 福岡県 九州大学病院

16 新潟県
新潟県立がんセンター新潟病院

42

18 富山県 44 長崎県 長崎大学病院

45 熊本県 熊本大学医学部附属病院

20 福井県
福井県立病院

46 大分県 大分大学医学部附属病院

21 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 47 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

23 愛知県
愛知県がんセンター中央病院

49 沖縄県
琉球大学医学部附属病院

22 静岡県 静岡がんセンター 48 鹿児島県 鹿児島大学病院

24 三重県 三重大学医学部附属病院 NCC東病院 国立がん研究センター東病院

25 滋賀県 滋賀県立成人病センター NCC中央病院 国立がん研究センター中央病院


