
 
 

 

 

 

 

 

 

 

病院長 土手 慶五 

副院長 
向田 秀則    田中 裕之 

永田 信二 

診療統括部 

統括部長補佐 

加藤 雅也   

檜原 淳 

内科・ 

総合診療科 

原田 和歌子   永井 道明 

朝山 直樹    亀山 和也 

藤城 泰麿     正木 龍太郎 

濱崎 政宏    新井 勲 

増岡 駿人   秋本 尚光 

血液内科 
田中 英夫     新美 寛正 

木原 香織 

腫瘍内科 北口 聡一 

消化器内科 

青山 大輝     行武 正伸 

本田 洋士     柾木 慶一 

關藤 剛      才野 正新 

山根 大寛      長尾 暁憲 

月元 天啓 

内視鏡内科 福本 晃      鴫田 賢次郎 

内分泌・ 

糖尿病内科 

松田 亜華     平野 志歩 

初鹿 祐美 

呼吸器内科 

菅原 文博     西野 亮平 

水本 正      渡部 雅子 

細谷 尭永     大岡 郁子 

循環器内科 

小田 登        松井 翔吾 

島尻 寛人      広川 達也 

吉富 勇輝      石田 俊介 

栗本 元輝 

脳神経内科 

山下 拓史      原 直之 

土ヶ内 紗矢  内田 翔太 

竹中 萌 

消化器外科 

徳本 憲昭     加納 幹浩 

青木 義朗     安達 智洋 

矢野 琢也      新原 健介 

近藤 賢史      森田 隼登 

森田 竣介 

肝胆膵外科 
小橋 俊彦     中川 直哉 

本明 慈彦 

呼吸器外科 花木 英明     甲斐 佑一郎 

乳腺外科 船越 真人 

がんゲノム 山北 伊知子 

皮膚科 栁瀬 哲至     池田 真莉香 

耳鼻咽喉科・ 

頭頚部外科 

井門 謙太郎   多田 誠 

都留 裕梨 

脳神経外科 
松重 俊憲    原 健司 

橋本 幸繁      小林 尚平 

心臓血管外科 
荒川 三和    大下 真代 

高田 善章 

整形外科 
藤原 靖     西森 誠 

大田 亮     古高 慎司 

福井 博喜 

小児科 
荒新 修      金子 陽一郎 

吉光 哲大    小野 泰輔 

産婦人科 

熊谷 正俊    本田 裕 

隅井 ちひろ   梅木 崇寛 

伊勢田 侑鼓 

精神科 
撰 尚之      井上 俊一 

松本 洋一郎 

泌尿器科 
三田 耕司    郷力 昭宏 

畑山 智哉      藤山 健太 

麻酔科 

久保 隆嗣    古屋 美香 

朝山 京子     笹田 将吾 

佐々木 陽子    上田 陽子 

福原 久美      福井 晴香 

成田 祥子      平林 勇人 

清水 美羽   馬越 建幸 

中央手術ｾﾝﾀｰ 安氏 正和 

放射線診断科 
石川 雅基    赤木 元紀 

金子 賢太郎  三村 紀裕 

放射線治療科 桐生 浩司 

歯科 
岡本 康正    廣田 傑 

松井 百合花 

集中治療部 
田原 直樹    岡﨑 裕介 

芳野 由弥 

病理診断科 木村 修士 

健康管理ｾﾝﾀｰ 向井 伸一    畑村 東一 

研修医 

秋野 泰隆      秋光 花 

河野 浩之      志水 悌 

福田 修司      牧   龍我 

村澤 朋世      頼近 恭典 

がん患者が早期から緩和ケアを受けられるようにするため、がん等の診療に携
わる医療従事者が緩和ケアに関する基本的な知識を習得することを目的とし
て、「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平
成2９年１２月1日付け健発第１２０１第２号厚生労働省健康局長通知）に基
づき、標記研修会を毎年開催しています。 

【広島市立北部医療センター安佐市民病院】 


