
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

野木　慎祐 野木外科
根来　伸行 ねごろ内科循環器科
辻　宏明 つじ・クリニック
中村　資朗 なかむら医院
白藤　達雄 白藤診療所
山口　誠 山口医院
花岡　伸治 大阪医科大学附属病院
村尾　仁 大阪医科大学附属病院 
後藤　昌弘 大阪医科大学附属病院 
瀧内　比呂也 大阪医科大学附属病院 
木村　光誠 大阪医科大学附属病院 
井上　彰子 大阪医科大学附属病院 
上村　秀樹 東大阪市立総合病院
西嶌　昌子 東大阪市立総合病院
吉田　洋 大阪府立急性期総合医療センター
柳田　誠 大阪府立急性期総合医療センター
吉矢　生人 星ヶ丘厚生年金病院
水野　陽花 星ヶ丘厚生年金病院
西口　幸雄 大阪市立総合医療センター
米本　重夫 市立岸和田市民病院
二宮　万理恵 市立豊中病院
藤井　志郎 大阪府立成人病センター
玉井　知英 大阪府立成人病センター
山本　傑 大阪南医療センター
谷村　和哉 高槻赤十字病院
根津　理一郎 大阪労災病院
行田　建 大阪労災病院
原　聡 近畿大学医学部附属病院
高橋　絵里子 近畿大学医学部附属病院
柳本　泰明 関西医科大学附属枚方病院
清水　雅子 大阪市立大学医学部附属病院
藤川　晃成 医療法人ガラシア病院
藤尾　長久 ベルランド総合病院
山﨑　圭一 ベルランド総合病院
梶山　徹 関西電力病院
田中　益司 関西電力病院
矢木　泰弘 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター
足立　幸人 大阪府済生会野江病院
己野　綾 大阪掖済会病院
中村　正人 市立貝塚病院
相良　憲幸 結核予防会大阪府支部大阪病院
井上　潤一 日生病院
林　邦雄 枚方公済病院
福永　睦 市立堺病院
上川　禎則 大阪市立総合医療センター
福島　啓 淀川勤労者厚生協会附属西淀病院
柏木　雄次郎 大阪府成人病センター
池永　昌之 淀川キリスト教病院
岡田　圭司 高槻赤十字病院
里見　絵理子 大阪医療センター
目黒　則男 大阪府立成人病センター
川島　正裕 市立岸和田市民病院
多田羅　竜平 大阪市立北市民病院
濱　卓至 大阪南医療センター
所　昭宏 近畿中央胸部疾患センター
徳山　まどか 市立豊中病院
谷向　仁 大阪大学医学部附属病院
光森　健二 大阪赤十字病院

平成20年度大阪府内緩和ケア研修会修了者一覧（医師）
※大阪府内で実施された緩和ケア研修会修了者のうち、氏名等の公表について同意が得られた方のみ掲載

三島医療圏緩和ケア研修
会

平成20年12月６、７日
大阪医科大学附属病院

大阪府緩和ケア研修会

平成21年１月17、18日
大阪府



氏名 所属 受講研修

木村　達郎 大阪市立大学医学部附属病院
富永　和作 大阪市立大学医学部附属病院
松井　徳造 大阪市立大学医学部附属病院
高田　佳江 大阪市立大学医学部附属病院
川尻　成美 大阪市立大学医学部附属病院
永野　晃史 大阪市立大学医学部附属病院
星　学 大阪市立大学医学部附属病院
松山　昌秀 大阪市立大学医学部附属病院
角　俊幸 大阪市立大学医学部附属病院
木下　喜光 大阪市立大学医学部附属病院
長谷　一郎 大阪市立大学医学部附属病院
舟井　優介 大阪市立大学医学部附属病院
光井　英昭 光井診療所
中城　義之 中城クリニック
熊野　宏二 秀壮会クリニック
下垣　博義 しもがき泌尿器科クリニック
松井　保憲 温優会松井クリニック
井上　卓夫 井上内科クリニック
天羽　康雄 天羽クリニック
藤田　泰彦 藤田医院
藤崎　秀孝 藤崎クリニック
菊池　隆宏 やすらぎ医院
横川　晃治 よこかわクリニック
出水　明 出水クリニック
白山　宏人 大阪北ホームケアクリニック
小坂井　嘉夫 千里中央病院
挾間　恵 京都大学附属病院
蔵　昌宏 八尾市立病院
中西　保貴 北野病院
野々口　直助 北野病院
山原　康平 北野病院
髙松　和史 北野病院
石床　学 北野病院
糸谷　涼 北野病院
谷口　雅輝 耳原総合病院
牛丸　哉也 耳原総合病院
中村　三千人 耳原総合病院
矢部　充英 大阪労災病院
田村　榮稔 大阪南医療センター
庄野　嘉治 大阪南医療センター
相馬　俊裕 大阪南医療センター
伊東　大輔 市立岸和田市民病院
京極　郁夫 大阪市立北市民病院
中尾　照逸 ＰＬ病院
太田　博文 済生会千里病院
片山　博文 大阪市立北市民病院
馬場　美華 彩都友紘会病院
村松　美樹子 小松病院緩和
伊藤　則幸 ガラシア病院
金村　誠哲 ガラシア病院
森本　一平 淀川キリスト教病院
渡辺　明彦 淀川キリスト教病院
菅原　淳 淀川キリスト教病院
吉永　寛 淀川キリスト教病院
柳生　恭子 淀川キリスト教病院
大谷　賢一郎 淀川キリスト教病院
加村　玲奈 淀川キリスト教病院
渡辺　満喜江 ワタナベクリニック

緩和ケア研修会-PEACE プ
ロジェクト大阪

平成21年２月15、22日
日本緩和医療学会・淀川

キリスト教病院

大阪市立大学病院緩和ケ
ア研修会

平成21年１月29、30日
大阪市立大学医学部附属

病院



氏名 所属 受講研修

柚木　圭子 大阪大学大学院医学系研究科 
阪上　学　　 大阪大学大学院医学系研究科 
川村　知裕 大阪大学医学部附属病院
金村　誠哲 ガラシア病院
福島　寿一 大阪大学大学院医学系研究科　
足立　浩祥 大阪大学医学部附属病院
和田　民樹 大阪大学大学院医学系研究科
森　一郎　 玉名中央病院
竹井　清純 医療法人協和会　千里中央病院
森田　浩嗣 医療法人拓海会
大阪北ホームケアクリニック
菊池　保彦 菊池外科
加藤　逸郎 大阪大学歯学部附属病院
川原　玲子 日本生命済生会付属日生病院
田村　　学 おおさか往診クリニック
奥野　聡子 日本生命済生会付属日生病院
辰林　太一 国立病院機構　大阪南医療センター
木村　正道 国立病院機構　大阪南医療センター
大山　泰幸 大阪府済生会　千里病院
厨子　慎一郎 市立池田病院
西島　　薫 市立池田病院
狭間　礼子 市立豊中病院
倉知　貴志郎 市立豊中病院
赤木　謙三 市立豊中病院
志水　清紀 市立豊中病院
中野　美佐 市立豊中病院
中村　寛之 市立豊中病院
佐多　　弘 市立豊中病院
畑　　泰司 市立豊中病院
堂野　恵三 市立豊中病院
北田　昌之 市立豊中病院
清原　久和 市立豊中病院
東本　好文 市立豊中病院
岩本　依子 市立豊中病院
宗方　幸二 市立豊中病院
竹下　彰範 市立豊中病院
柏木　雄次郎 大阪府立成人病センター
川島　正裕 市立岸和田市民病院
目黒　則男 大阪府立成人病センター
里見　絵理子 国立病院機構　大阪医療センター
岡田　圭司 高槻赤十字病院
濵　　卓至 国立病院機構　大阪南医療センター
多田羅　竜平 大阪市立北市民病院
池永　昌之 淀川キリスト教病院
江村　成就 大阪鉄道病院
徳山　まどか 市立豊中病院
二宮　万理恵 市立豊中病院
森　　梓 市立豊中病院
林　　史郎 市立豊中病院

豊能2次医療圏・緩和ケア
研修会

平成21年３月21、22日
市立豊中病院

大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成21年３月20、21日
大阪大学医学部附属病院



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

真木　由佳 （医）ガラシア会ガラシア病院
永田　しのぶ
谷山　恭子
知久　幸子 大阪府済生会千里病院
德田　和美 （医）北斗会ケアプランアドバイスセンターさわ
安藤　亜弥野 （医）北斗会ケアプランアドバイスセンターさわ
森　　智代 （財）結核予防会大阪病院
石原　澄子 （財）結核予防会大阪病院
冨永　敦子 関西医科大学附属枚方病院
明里　若葉 関西医科大学附属枚方病院
渡辺　勝美 中村クリニック
麦田　盛穂 日本生命済生会附属日生病院
二宮　由紀恵 市立豊中病院
秦　　　真由美 市立豊中病院
高森　晃世 市立豊中病院
松向寺　真彩子 市立豊中病院
打越　奈都子 市立豊中病院
金井　菜穂子 市立豊中病院

平成20年度大阪府内緩和ケア研修会修了者一覧（コメディカル）
※大阪府内で実施された緩和ケア研修会修了者のうち、氏名等の公表について同意が得られた方のみ掲載

豊能2次医療圏・緩和ケア研
修会

平成21年３月21、22日
市立豊中病院


