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映画『痛くない死に方』にご協賛頂いた皆様
（団体様／個人様 それぞれあいうえお順） 

123 122



B5 182mm × 257mm

出演／柄本佑

　　　坂井真紀

　　　余 貴美子

　　　下元史朗　

　　　大西信満　大西礼芳　田中美奈子　

　　　藤本泉　梅舟惟永　諏訪太朗　

　　　田村泰二郎　石山雄大 長尾和宏　亜湖　

　　　東山明美　真木順子　河内浩　齋藤隆介　内山澄子   
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　　　大谷直子

　　　宇崎竜童

　　　奥田瑛二

      

製作／長尾和宏　内槻朗　人見剛史　小林未生和　田中幹男

プロデューサー／見留多佳城  神崎良　小林良二

アソシエイトプロデューサー／鈴木祐介　角田　陸　　企画協力／小宮亜里

原作／長尾和宏　『痛くない死に方』『痛い在宅医』（ブックマン社）

音楽／吉川忠英　　撮影 · 照明／今井哲郎　　美術／丸尾知行   

録音／西條博介　　編集／鈴木歓　　VFX スーパーバイザー／立石勝   

助監督／毛利安孝　　制作担当／植野亮　

監督助手／野本史生  伊藤祥　　撮影助手／高橋基史  松島翼  

録音助手／村中紗輝  ジェ · シィンクリフ  西垣聡美 

装飾／藤田徹　　小道具／山下紗季　　ヘアメイク／結城春香  田口舞  

衣裳／青木茂　　衣裳助手／濱田圭

医療監修／長尾和宏  井尾和雄　

医療協力／遠矢純一郎　安部雄大  五島早苗   

      

宣伝／登山里紗　　関西宣伝担当／松井寛子   
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　　　　　善生寺 星谷昌子　山口靖子　大貫格　七生の飲み処さくら　佐野市

　　　　　佐野フイルムコミッション　東映東京撮影所　国立メディカルセンター

協力／長尾クリニック　乾まゆみ　今井撮影事務所　桜新町アーバンクリニック

　　　おふぃす風まかせ　ジョイアート　立川在宅ケアクリニック 

　　　スノビッシュ · プロダクツ　シネマサウンドワークス　安部医院

　　　スピリッツ · プロジェクト　東京衣裳 三交社　ビデオフォーカス 

　　　金魚事務所　東京放射線クリニック　カースタント TA·KA MOAB STAR

　　　MTO　サンレイ プレイスプロダクション　長澤孝尚  

ホームページ制作／藤野訓秀　　宣伝美術／菊池　仁　　スチール／小野佑介

ドキュメンタリー／佐藤慶紀  成井秀明　　車輌／佐藤啓之   

制作主任／大村美央 菅野宏太　　制作進行／松本知也　滝嶌沙希 

制作デスク／藤巻亜矢子　　プロデューサー応援／佐久間敏則　　制作管理／加々見剛 

「痛くない死に方」製作委員会／長尾和宏　G· カンパニー　ライツキューブ　

　　　　　　　　　　　　　　  渋谷プロダクション　ブックマン社

制作プロダクション／ G· カンパニー 

配給 · 宣伝／渋谷プロダクション 

監督 脚本／高橋伴明

『痛くない死に方』
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登場者／長尾和宏　加藤忠相　不二子さん　長尾クリニックスタッフの方々

記録 · 公開を御許可頂いた患者様とご家族の皆様　尼崎の街の皆様

ナレーション／柄本佑

製作／人見剛史　　内槻朗　小林未生知

エグゼクティブプロデューサー／鈴木祐介　見留多城生

企画／小林良二　　企画協力／小宮亜里

プロデューサー／角田陸　神崎良

音楽／鷹尾まさき

EED ／佐藤利史　　MA ／河野弘貴

撮影協力 · ポスター撮影／国見祐治

協力／おふぃす風まかせ  ＭＯＡＢ ＳＴＡＲ　スノビッシュプロダクツ　

　　　手駒銘茶センター ビデオフォーカス　

　　　公益財団法人日本尊厳死協会　

　　　尼崎三和商店街 尼崎市中央商店街 

　　　お泊りデイサービス「いろえんぴつ」 ＲＵＮ伴（とも）兵庫の皆様 

　　　ラジオ関西 日本財団在宅看護センター 

　　　毛利幸雄 毛利育代 

　　　長尾クリニック   長尾クリニックの患者様とご家族様
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　　　　　「ジングルベル」 作曲：Pierpont, JohnS

　　　　　「きよしこの夜」 作曲：Franz Xaver Gruber

宣伝担当／登山里沙　 関西地方宣伝担当／松井寛子

海外セールス／髙橋勇太 　宣伝美術／菊地仁 　ホームページ作成／藤野訓秀

ＤＣＰマスタリング／西山秀明　プロデューサー補／佐久間敏則　

制作デスク／藤巻亜矢子　制作管理／加々見剛

「けったいな町医者」製作委員会／

ライツキューブ　G· カンパニー　渋谷プロダクション　北の丸プロダクション

制作プロダクション／ G· カンパニー

配給宣伝／渋谷プロダクション

監督 撮影 編集／毛利安孝

『けったいな町医者』
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