
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

烏野　隆博 八尾市立病院
高橋　陵太 大阪市立大学医学部附属病院
嶋田　文彦 市立吹田市民病院
上野　満久 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院
石丸　敦史 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院
青田　桂子 大阪大学歯学部附属病院
今井　琢己 大阪大学歯学部附属病院
今井　智章 大阪府済生会千里病院
高田　剛 市立池田病院
近藤　由佳理 市立豊中病院
水野　雅之 大阪府済生会吹田病院
松原　弘樹 大阪府済生会吹田病院
相原　智彦 医療法人啓明会　相原病院
平川　栄二 社会医療法人社団至誠会　木村病院
吉川　範子 住友病院
加藤　恭郎 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
新保　貴士 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
古賀　実 箕面市立病院
山口　充洋 箕面市立病院
西原　彰浩 箕面市立病院
山北　剛史 箕面市立病院
高瀬　俊幸 市立豊中病院
稲垣　裕介 市立豊中病院
藤野　志季 市立豊中病院
澤村　真理子 市立豊中病院
岡崎　賢治 市立豊中病院
岩澤　卓 市立豊中病院
志賀　純子 市立豊中病院
長手　泰宏 市立豊中病院
藤田　淳也 市立豊中病院
石井　大介 東大阪生協病院　
藤井　礼 大今里ふれあいクリニック　
竹中　英昭 大阪府済生会吹田病院　
村上　冴 大阪府済生会吹田病院　
米田　武 城東診療所　
荒木　浩 上山病院　
佐野　寿哉 大阪歯科大学附属病院　
溝畑　和恵 大阪歯科大学附属病院　
石垣　孝 大阪赤十字病院　
露木　茂 大阪赤十字病院　
岩村　浩志 大阪赤十字病院
隈部　洋平 大阪赤十字病院
時岡　史明 大阪赤十字病院
長野　宏昭 大阪赤十字病院
山田　龍男 大阪赤十字病院
橋本　弘美 大阪赤十字病院
砂田　真澄 大阪赤十字病院
吉利エレーナ幸江 大阪赤十字病院
杉野　典子 大阪赤十字病院
竹田　治彦 大阪赤十字病院
犬塚　義 大阪赤十字病院
萩原　健 大阪赤十字病院
辰巳　剛一 大阪赤十字病院
鈴木　貴久 大阪赤十字病院

平成22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

豊能2次医療圏・緩和ケア
研修会

平成22年４月10、11日
市立豊中病院

大阪赤十字病院　緩和ケ
ア研修会

平成22年４月17、18日
大阪赤十字病院



氏名 所属 受講研修

奥田　剛久 おくだ医院
池添　逸夫 （医）池添医院
竹原　繁芳 竹原医院
中出　多子 市立岸和田市民病院
渡辺　文督 渡辺医院
杉原　逸朗 杉原医院
辻　要 市立岸和田市民病院
紙谷　仁之 市立岸和田市民病院
大西　亨 和泉市立病院
蘭　広太郎 和田病院
杉本　恭子 和泉市立病院
吉村　吾郎 市立岸和田市民病院
伊藤　守 いとうおとだ診療所
上羽　哲也 市立岸和田市民病院
畑田　率達 畑田医院
牛田　伸二 うしだクリニック
藤本　雅史 堺温心会病院
川端　徹 川端医院
小島　秀信 市立岸和田市民病院
中村　宗浩 銀杏会診療所
武本　優次 医）上條診療所
奥野　将之 市立岸和田市民病院
金澤　旭宣 大阪赤十字病院
金　義浩 NTT西日本大阪病院
光本　保英 JR大阪鉄道病院　
太田　秀一 大阪府済生会野江病院
服部　玲治　　 大阪府済生会野江病院
原田　敦 大阪府済生会野江病院
小田　徹也 小田胃腸科
山中　秀樹 国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター
駿田　直俊 国立病院機構 和歌山病院
林　伊吹 国立病院機構大阪医療センター
櫟原　新平 国立病院機構大阪医療センター
三嶋　秀行 国立病院機構大阪医療センター
小河原　光正 国立病院機構大阪医療センター
楠木　重範 国立病院機構大阪医療センター
藤谷　和正 国立病院機構大阪医療センター
平尾　素宏 国立病院機構大阪医療センター
原　尚志 国立病院機構大阪医療センター
七條　高志 七條医院
中田　俊平 中田クリニック
林　正則 林クリニック
前田　勉 前田診療所
村川　浩一 村川医院
趙　秀一 安井クリニック

大阪医療センター緩和ケ
ア研修会

平成22年５月８、９日
大阪医療センター

第2回泉州緩和ケア研修会

平成22年４月24、25日
市立岸和田市民病院



氏名 所属 受講研修

藤木　良顕 藤木クリニック
丸山　次郎 丸山クリニック
池本　慎一 八尾市立病院
平島　智徳 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
亀川　喜己雄 かめかわ医院
三田　浩司 さんだクリニック
藤本　伸一 ふじもとクリニック
西　真明 西クリニック
木原　直貴 喜馬病院
木村　新 きむらクリニック
池田　宣子 池田病院
畑間　昌博 畑間医院
茨木　利彦 ホームケアクリニック
松浦　由佳 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
道清　勉 東大阪市立総合病院
奥　正孝 東大阪市立総合病院
棚野　博文 東大阪市立総合病院
宇山　圭子 東大阪市立総合病院
小西　健 東大阪市立総合病院
市橋　秀夫 東大阪市立総合病院
木下　多愛 東大阪市立総合病院
早石　祥子 東大阪市立総合病院
三木　哲英 東大阪市立総合病院
岸　愛子 東大阪市立総合病院
津田　雄二郎 東大阪市立総合病院
中原　裕次郎 東大阪市立総合病院
杉本　壽 星ヶ丘厚生年金病院
福原　研一朗 市立藤井寺市民病院　
小山　伸一 大阪厚生年金病院
樫塚　久記 星ヶ丘厚生年金病院
辰巳　満俊 星ヶ丘厚生年金病院
岸本　寛史 京都大学医学部附属病院　
本合　泰 市立枚方市民病院　
福森　英雄 福森胃腸科放射線科
橋本　貴司 橋本クリニック
赤塚　正文 市立枚方市民病院
黒岡　公雄 黒岡クリニック　
寺﨑　由香 有澤総合病院
時津　浩輔 星ヶ丘厚生年金病院
田原　一郎 田原病院　
李　龍彦 李クリニック
小野　隆征 星ヶ丘厚生年金病院　
折野　達彦 星ヶ丘厚生年金病院　
横山　貴司 星ヶ丘厚生年金病院　
尾原　伸作 星ヶ丘厚生年金病院　
上田　さつき 茂桂会　上田外科　
日野　雅之 大阪市立大学医学部附属病院　
星山　文明 星ヶ丘厚生年金病院　
三好　博文 星ヶ丘厚生年金病院　
前倉　俊也 星ヶ丘厚生年金病院　
仲西　未香 大阪厚生年金病院
岡本　隆司 JR大阪鉄道病院
西村　俊夫 藍野病院老年心身医療センター
長濱　寛二 田附興風会　医学研究所　北野病院
加藤　敬司 田附興風会　医学研究所　北野病院
一ノ瀬　庸 高槻赤十字病院
篠置　哲 高槻赤十字病院
内田　茂樹 高槻赤十字病院
田嶌　政郎 高槻赤十字病院
上村　由美 枚方療育園
立花　宏一 市民吹田市民病院
片山　優子 高槻赤十字病院
藤本　大策 高槻赤十字病院
森　毅 高槻駅前クリニック
鄭　栄植 鄭クリニック
神田　直樹 高槻赤十字病院
藤阪　保仁 近畿大学付属病院

平成２２年度東大阪市立
総合病院緩和ケア研修会

平成22年５月15、16日
東大阪市立総合病院

高槻赤十字病院緩和ケア
研修会

平成22年5月29、30日
高槻赤十字病院

第２回　北河内緩和ケア
研修会

平成22年５月22、23日
星ヶ丘厚生年金病院



氏名 所属 受講研修

山本　淳 山本医院
森田　美佳 森田クリニック
松尾　正氣 松尾クリニック
井上　丈久 松尾クリニック
上野　清伸 大阪南医療センター
園部　朋子 園部医院
髙倉　廣喜 熊野市立五郷診療所
西條　伸彦 大阪南医療センター
東口　将佳 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
小林　政司 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
村田　貴史 村田医院
山本　定慶 植田診療所
尾﨑　公俊 阪和第二泉北病院
山田　博生 阪和第二泉北病院
三瀬　博之 阪和第二泉北病院
今西　正昭 富田林病院
岩﨑　輝夫 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
森下　直子 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
瀧川　貴生 大阪南医療センター
深水　玲子 大阪南医療センター
水田　弘人 北野病院
辻本　武宏 大阪南医療センター
中川　浩一 富田林病院
岩田　悠希 阪南病院
森元　宏樹 富田林病院
山村　順 大阪医療センター
山中　富美男 医療法人山中医院
中山　富雄 府立成人病センター
島　俊英 済生会吹田病院
小口　展生 済生会吹田病院
藤井　英樹 大阪市立大学
田守　昭博 大阪市立大学医学部
萩原　淳司 大阪市立大学医学部附属病院
小林　佐和子 大阪市立大学医学部附属病院
楠本　侑弘 大阪警察病院
田中　晋 大阪警察病院
間部　賢寛 大阪市立大学
垣本　佳士 八尾徳洲会総合病院
水山　陽子 大野記念病院
平位　洋文 摂津医誠会病院
相本　瑞樹 大阪市立大学医学部附属病院
水谷　麻紀子 国立大阪医療センター
福田　隆 城東中央病院
堀　正二 府立成人病センター
丹治　芳郎 森之宮病院
浅見　和弘 近畿中央胸部疾患センター
津森　鉄平 大阪府立呼吸器アレルギー医療センター
軸屋　龍太郎 大阪府立呼吸器アレルギー医療センター
亀岡　博 亀岡クリニック
坂谷　彰彦 大手前病院
吉田　哲也 市立貝塚病院
林　真二 (医)真芳会　はやし泌尿器クリニック
河野　照隆 (医)鹿野苑会　河野クリニック
西田　圭一朗 関西医科大学附属病院
橋本　和彦 八尾市立病院
諏訪　寛 寛和クリニック
谷崎　かなび 住吉診療所
康　純明 康クリニック
大野　喜代志 (医)弘善会　矢木クリニック
橋本　幸彦 近畿大学医学部附属病院
児玉　昌身 こだまクリニック
藤原　久義 大和田診療所・(老健)フェクス大和田
中村　俊紀 (医)旭医道会　中村クリニック
安井　祐司 千船病院
青野　豊一 大阪府立急性期・総合医療センター
野村　昌哉 大阪府立急性期・総合医療センター
高橋　剛 大阪府立急性期・総合医療センター
出口　貴司 大阪府立急性期・総合医療センター
西山　範 大阪府立急性期・総合医療センター
曽束　洋平 大阪府立急性期・総合医療センター
高田　良司 大阪府立急性期・総合医療センター
田畑　優貴 大阪府立急性期・総合医療センター
野崎　泰俊 大阪府立急性期・総合医療センター

南河内二次医療圏・緩和
ケア研修会

平成22年６月５、６日
大阪南医療センター

大阪府立成人病センター
緩和ケア研修会

平成22年７月３、４日
大阪府立成人病センター

大阪府立急性期・総合医
療センター緩和ケア研修

会

平成22年７月10、11日
大阪府立急性期・総合医

療センター



氏名 所属 受講研修

中村　健一 中村クリニック
芝野　佳代 済生会泉尾病院
吉田　和正 医療法人毅峰会吉田病院
山田　修 山田メディカルクリニック
田近　亜蘭 関西医科大学附属滝井病院
鈴木　歩 関西医科大学附属滝井病院
山本　大悟 関西医科大学附属枚方病院
原田　二郎 関西医科大学附属枚方病院
池田　茂樹 関西医科大学附属枚方病院
田中　晶大 関西医科大学附属枚方病院
池浦　司 関西医科大学附属枚方病院
今泉　澄人 関西医科大学附属枚方病院
山根　朗 関西医科大学附属枚方病院
中村　肇 北野病院
山内　淳嗣 北野病院
吉冨　摩美 北野病院
齊藤　晋 北野病院
戸田　弘紀 北野病院
平田　大二 北野病院
福永　明子 北野病院
山内　清明 北野病院
池永　十健 大阪市大附属
山田　斉 藤本病院
上田　純也 歌島上田クリニック
辺　秀俊 共和病院
金津　正樹 近畿中央胸部疾患センター
金津　希美 大手前病院
東田　光博 東田クリニック
岸本　圭永子 大阪掖済会病院
植田　隆子 大阪鉄道病院
白方　誠彌 湯川胃腸病院
松浦　寛 松浦医院
脇田　和幸 茶屋町ブレストクリニック
中尾　正俊 中尾医院
柳瀬　昌弘 柳瀬医院
髙沢　正志 たかさわ内科クリニック
松嶋　伸好 もみじ在宅診療所
波江野　茂彦 医療法人拓海会　神経内科クリニック
金　貞孝 清水クリニック
山本　一成 山本クリニック
武岡　康信 済生会中津病院
福中　いづみ 梨花会　山梨病院　
河村　康司 恵光会　原病院
細木　茂 大手前病院　
大森　治樹 六日市病院　
髙橋　道知 髙橋クリニック
杉本　直俊 大阪府立成人病センター　
水上　陽 大阪府済生会　野江病院　
杉山　裕之 大阪府済生会　野江病院
吉田　也恵 淀川キリスト教病院　
八木　洋輔 淀川キリスト教病院　
塩川　智司 淀川キリスト教病院
瀧口　豪介 淀川キリスト教病院　
船戸　正久 淀川キリスト教病院　老人保健施設
佐伯　綾子 淀川キリスト教病院　
藤元　瞳 淀川キリスト教病院
和田　浩 淀川キリスト教病院　
岩﨑　武 淀川キリスト教病院　
大坪　亮一 淀川キリスト教病院　
博多　紗綾 住友病院　
林　博文 湯川胃腸病院　
辻　毅嗣 つじクリニック
井尻　尚樹 淀川キリスト教病院　
伊藤　靖 神戸徳洲会病院
杉本　久秀 関西医科大学附属滝井病院　

大阪きた緩和ケア研修会

平成22年7月31日、8月1日
北野病院

緩和ケア研修会-PEACE プ
ロジェクト大阪2010

平成22年８月14、15日
淀川キリスト教病院

第2回　関西医科大学附属
枚方病院　緩和ケア研修

会

平成22年７月17、18日
関西医科大学附属枚方病

院



氏名 所属 受講研修

安宅　信二 近畿中央胸部疾患センター
大田　浩平 大田クリニック
加茂　理英 大阪市立大学医学部附属病院
川口　知哉 近畿中央胸部疾患センター
田宮　朗裕 近畿中央胸部疾患センター
田村　陽市 田村医院
中根　孝彦 大阪市立大学医学部附属病院
西　　敏夫 市立貝塚病院
廣岡　亜矢 近畿中央胸部疾患センター
舟尾　友晴 大阪市立大学医学部附属病院
文野　峯健 植木病院
松村　晃秀 近畿中央胸部疾患センター
松並　展輝 大阪労災病院
西村　潤一 大阪労災病院
向井　隆雄 大阪労災病院
今西　久幹 大阪府済生会富田林病院
入交　重雄 近畿大学医学部附属病院
植島　久雄 植島クリニック　
上田　眞也 近畿大学医学部附属病院　
宇田津　有子 近畿大学医学部附属病院　
岡本　勇 近畿大学医学部附属病院　
久村　岳央 社会医療法人生長会府中病院　
久米井　綾 大阪府済生会富田林病院　
小林　雅子 医療法人吉川会吉川病院　
坂田　尚己 近畿大学医学部附属病院　
坂本　洋城 近畿大学医学部附属病院　
佐藤　太郎 近畿大学医学部附属病院　
佐藤　満雄 近畿大学医学部附属病院　
辻井　農亜 近畿大学医学部附属病院　
鶴谷 純司 近畿大学医学部附属病院　
寺嶋　応顕 近畿大学医学部附属病院　
中林　才治 中林医院　
長山　正義 医療法人医仁会藤本病院　
濱田　傑 近畿大学医学部附属病院　
林　秀敏 近畿大学医学部附属病院　
速水　康介 近畿大学医学部附属病院　
宮﨑　昌樹 近畿大学医学部附属病院　
山岡　伸行 大阪府済生会富田林病院　
吉田　康彦 大阪府済生会富田林病院　
米阪　仁雄 近畿大学医学部附属病院　
中川　和彦 近畿大学医学部附属病院　
麥谷　安津子 府中病院　血液疾患センター
森　雅秀 独立行政法人国立病院機構刀根山病院
新中　学 独立行政法人国立病院機構刀根山病院
川上　尚人 近畿大学医学部
米田　勉 独立行政法人国立病院機構刀根山病院
飯盛　幸雄 医療法人飯盛医院
池田　光慶 池田クリニック
宇佐美　健治 うさみクリニック
榊原　哲夫 医療法人　榊原クリニック
今分　茂 外科野崎病院
小西　長生 今泉クリニック
尹　重悦 友愛医院
森　啓太郎 医真会八尾総合病院消化器センター
村井　佳代子 高津病院
金井　講治 大阪警察病院
吉留　克英 大阪警察病院
大年　太陽 大阪警察病院
西山　典子 大阪警察病院
西田　俊朗 大阪警察病院
大楠　崇浩 大阪警察病院
濵口　眞成 大阪警察病院

大阪警察病院緩和ケア研
修会

平成22年９月４、５日
大阪警察病院

大阪労災病院緩和ケア研
修会

平成22年8月21、22日
大阪労災病院

近畿大学緩和ケア研修会

平成22年８月28、29日
近畿大学医学部附属病院



氏名 所属 受講研修

越智　澄夫 越智医院
元山　福祥 元山医院
太田　三徳 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
宇田　るみ子 市立枚方市民病院
和辻　利和 市立枚方市民病院
梶浦　恭 かじうらクリニック
星屋　泰則 ほしやクリニック
長田　良子 ながた医院
平岡　健児 済生会吹田病院
村田　尚美 村田内科クリニック
石田　宏之 松下記念病院　
趙　崇至 松下記念病院　
松本　尚之 松下記念病院　
松本　あすみ 松下記念病院　
関　香織 松下記念病院　
井出　義人 市立吹田市民病院
大星　大観 市立吹田市民病院
岡田　一幸 市立吹田市民病院
奥田　悠季子 市立吹田市民病院
北村　陽介 市立吹田市民病院
衣田　誠克 市立吹田市民病院
下野　卓爾 しものクリニック
富畑　賢 市立吹田市民病院
長瀬　博次 市立吹田市民病院
中田　隆文 市立吹田市民病院
仲川　豪一 千里中央病院
西垣　貴彦 市立吹田市民病院
西﨑　孝道 市立吹田市民病院
和田　佑馬 市立吹田市民病院
牧野　俊一郎 市立吹田市民病院
南　崇史 市立吹田市民病院
宮本　武明 市立吹田市民病院
三輪　直子 小松病院
向井　亮太 市立吹田市民病院
村田　幸平 市立吹田市民病院
森田　隆子 市立吹田市民病院
柳沢　哲 市立吹田市民病院
横内　秀起 市立吹田市民病院
若松　周司 市立吹田市民病院
若山　宏 あいぜん診療所
西川　滋人 高槻赤十字病院
竹中　和弘 高槻病院
森川　智博 千里丘協立診療所
上野　彰久 済生会　吹田病院
裏川　直樹 高槻病院
中野　遼太 高槻病院
福田　明 高槻病院
山中　広大 高槻病院
山下　圭一 高槻病院
桐生　辰徳 高槻病院
中谷　太一 高槻病院
佐々木　諭 高槻病院
尾下　寿彦 高槻病院
髙垣　敬一 大阪掖済会病院
寺田　晴子 市立豊中病院
欅　篤 高槻病院
高井　重樹 高槻病院
徳山　長裕 高槻病院
小寺　知揮 高槻病院

2010年度 松下記念病院
緩和ケア研修会

平成22年９月11、12日
松下記念病院

市立吹田市民病院緩和ケ
ア研修会

平成22年９月18、19日
市立吹田市民病院

高槻病院　緩和ケア研修
会

平成22年10月９、10日
愛仁会高槻病院



氏名 所属 受講研修

村橋　邦康 大阪掖済会病院
鈴木　秀和 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　
阪本　亮 近畿大学医学部堺病院
平田　啓一郎 府中病院
親泊　智英 府中病院
髙栁　成徳 府中病院
寺山　元和 寺山クリニック
木下　優 白井病院
西江　健一 近畿中央胸部疾患センター
岩崎　洋 医療法人　岩崎医院
坂田　親治 南大阪病院
金光　庸恵 長吉総合病院
市來　美英子 ベルランド総合病院
後藤　充晴 ベルランド総合病院
吉本　直樹 ベルランド総合病院
寺川　直樹 財団法人日本生命済生会付属日生病院
南　有紀子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
黒田　昌男 財団法人日本生命済生会付属日生病院
福井　辰成 財団法人日本生命済生会付属日生病院
花房　隆範 財団法人日本生命済生会付属日生病院
中田　渡 財団法人日本生命済生会付属日生病院
大塚　博文 財団法人日本生命済生会付属日生病院
岡田　夏枝 財団法人日本生命済生会付属日生病院
須田　万理 財団法人日本生命済生会付属日生病院
成島　英里 財団法人日本生命済生会付属日生病院
荻野　信夫 大阪府済生会富田林病院
桂　薫子 大阪府済生会泉尾病院
安座間　隆 市立池田病院
前野　孝明 社会医療法人景岳会南大阪病院
高橋　由美子 辻本病院
福岡　達成 今里胃腸病院
江口　考明 大阪府済生会中津病院
山崎　恭子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
玉井　裕 財団法人日本生命済生会付属日生病院
藤田　祐生 市立泉佐野病院
川北　啓喜 内科川北クリニック
藤井　仁 市立泉佐野病院
坂口　康浩 医療法人河茂会　河崎内科病院
新山　一秀 新山診療所
蘆田　一将 医療法人交詢会　大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
南　信行 榊原温泉病院
人羅　俊貴 市立泉佐野病院
清水　勇雄 市立泉佐野病院
呉家　圭祐 市立泉佐野病院
森本　正昭 市立泉佐野病院
岡原　和弘 岡原クリニック
馬野　泰一 阪南市民病院
松尾吉庸 愛染橋病院
門田　卓士 ＮＴＴ西日本大阪病院
江左　篤宣 ＮＴＴ西日本大阪病院
胡谷　和彦 ＮＴＴ西日本大阪病院
東野　健 ＮＴＴ西日本大阪病院
大西　直 ＮＴＴ西日本大阪病院
木村　豊 ＮＴＴ西日本大阪病院
加納　寿之 ＮＴＴ西日本大阪病院
谷口　博一 ＮＴＴ西日本大阪病院
加々良　尚文 ＮＴＴ西日本大阪病院
團野　克樹 ＮＴＴ西日本大阪病院
山上　保 ＮＴＴ西日本大阪病院
村上　雅樹 ＮＴＴ西日本大阪病院
米田　美幸保 ＮＴＴ西日本大阪病院
金　致完 ＮＴＴ西日本大阪病院
稲留　遵一 ＮＴＴ西日本大阪病院
中村　秀俊 ＮＴＴ西日本大阪病院
渡部　亜実 ＮＴＴ西日本大阪病院
杉本　公一 ＮＴＴ西日本大阪病院
端山　昌樹 ＮＴＴ西日本大阪病院
森　照茂 ＮＴＴ西日本大阪病院
小松　輝大 PL病院
松下　亜子 大阪警察病院

緩和ケア研修会

平成22年11月13、14日
ＮＴＴ西日本大阪病院

第2回　ベルランド総合病
院・緩和ケア研修会

平成22年10月16、17日
ベルランド総合病院

日生病院緩和ケア研修会

平成22年10月23、24日
財団法人日本生命済生会

付属日生病院

りんくう緩和ケア研修会

平成22年10月30、31日
りんくう総合医療セン

ター



氏名 所属 受講研修

芥川　知明 芥川診療所
荒木　倫利 大阪医科大学
植木　絢子 大阪医科大学
大竹　典子 桜苑診療所
大谷　晃司 おおたに内科医院
大村　直己 大阪医科大学
奥野　修大 大阪医科大学
古形　祐平 大阪医科大学
斉藤　和則 耳原総合病院　
佐久間　泰司 大阪歯科大学　
塩貝　陽而 新生病院
杉岡　伸悟 大阪歯科大学　
杉田　大輔 大阪医科大学　
土方　康世 東洋堂土方医院
平田　有基 大阪医科大学　
藤立　康貴 大阪医科大学　
増田　大介 大阪医科大学　
丸岡　理紗 大阪医科大学　
三好　啓治 大阪医科大学　
森本　賢治 大阪医科大学　
森本　成姫 大阪医科大学　
山本　聖人 大阪医科大学　
吉田　元樹 大阪医科大学　
横山　紘子 大阪医科大学　
田中　晃　 近畿大学医学部堺病院
船井　貞往 近畿大学医学部堺病院
重岡　宏典 近畿大学医学部堺病院
亀井　敬子 近畿大学医学部堺病院
椎名　昌美 近畿大学医学部堺病院
福岡　正博 和泉市立病院
池田　恢　 市立堺病院
山本　為義 市立堺病院
大成　功一 市立堺病院
合原　彩　 市立堺病院
西園　一郎 市立堺病院
郷間　厳　 市立堺病院
大田　加与 市立堺病院
三宅　浩太郎 市立堺病院
大里　浩樹 市立堺病院
井村　慎志 市立堺病院
梶川　次郎 市立堺病院
串本　卓哉 市立堺病院
執行　秀彌 市立堺病院
松田　尚子 市立堺病院
黒川  英司 箕面市立病院  
金井  秀行 箕面市立病院  
信岡  亮 箕面市立病院  
谷  奈緒子 箕面市立病院  
渡邉  由佳 箕面市立病院  
辻尾  一郎 箕面市立病院  
飯島  正平 箕面市立病院  
加藤  健志 箕面市立病院  
大島   聡 箕面市立病院  
土井  貴司 箕面市立病院  
加藤   文 箕面市立病院  
阪本  卓也 箕面市立病院  
桑江  克樹 箕面市立病院  
山口 唯一郎 箕面市立病院  
湊   のり子 箕面市立病院  
雨宮  京夏 箕面市立病院  
梅田  寿美代 ＮＴＴ西日本大阪病院 
足立　和繁 箕面市立病院  

箕面市立病院緩和ケア研
修会

平成23年１月８、９日
箕面市立病院

三島医療圏緩和ケア研修
会

平成22年11月20、21日
大阪医科大学附属病院

市立堺病院緩和ケア研修
会

平成22年12月４、５日
市立堺病院



氏名 所属 受講研修

鴨井　博 大阪市立大学医学部附属病院
形部　憲 大阪市立大学医学部附属病院
上原　慎司 大阪市立大学医学部附属病院
岡本　幸美 大阪市立大学医学部附属病院
安井　智代 大阪市立大学医学部附属病院
川嶋　秀紀 大阪市立大学医学部附属病院
時政　定雄 大阪市立大学医学部附属病院
中前　博久 大阪市立大学医学部附属病院
高　起良 大阪市立大学医学部附属病院
吉村　成央 大阪市立大学医学部附属病院
堤　真一 大阪市立大学医学部附属病院
益岡　豊 大阪市立大学医学部附属病院
石井　健太郎 多根総合病院
平林　邦昭 医療法人　同仁会　耳原総合病院
坂本　英代 医療法人　同仁会　耳原総合病院
門脇　隆敏 多根総合病院
寺川　直良 若草第一病院　
岩田　昌展 医療法人　甲聖会　甲聖会記念病院
松山　裕 大阪福祉事業財団　すみれ病院　
吉田　豊 三菱商事（株）関西支社診療所
原田　知明 南大阪病院
松矢　浩司 医療法人　仁翔会　松矢医院
寺西　暢仁 寺西クリニック
西澤　慶二郎 西沢クリニック
杉岡　武彦 医療法人　杉岡内科医院
丘　誠一 協和医院
青木　良純 青木診療所
太田　祥彦 太田診療所
小竹　利一 小竹クリニック
向井　真佐子 向井医院
阪本　一次 和泉市立病院
安田　正幸 安田クリニック
西前　綾香 大阪厚生年金病院
辻　大 ツヂ病院
表　伸治 雅秀苑
奥谷　龍 大阪市立総合医療センター
熱田　淳 大阪市立総合医療センター
天野　公輔 大阪市立総合医療センター
田中　正博 大阪市立総合医療センター
井上　透 大阪市立総合医療センター
青野　勝成 大阪市立総合医療センター
佐藤　博之 大阪市立総合医療センター
小林　真也 大阪市立総合医療センター
岩井　謙育 大阪市立総合医療センター
奥谷　博愛 大阪市立総合医療センター
赤丸　祐介　　 大阪厚生年金病院 
山路　國弘 大阪大学大学院 医学系研究科
田村　岳士 大阪大学大学院 医学系研究科 
中川　智和 医療法人泉壽会 加納病院
佐藤　香 薬師山病院 
金子　晃 ＮＴＴ西日本大阪病院 
柄川　悟志 関西労災病院 
巽　信之 NTT西日本大阪病院
宮崎　昌典 大阪大学大学院 医学系研究科 
村津　淳 大阪大学医学部附属病院
松本　章子 大阪大学歯学部附属病院 
小切　匡史 市立岸和田市民病院
長嶋　大輔 市立岸和田市民病院
杉原　俊一 大阪府済生会中津病院
吉崎　恵美子 耳原鳳クリニック
三森　友靖 近畿中央胸部疾患センター
蓑毛　祥次郎 近畿中央胸部疾患センター
山片　重人 住友病院
古河　洋 市立堺病院
原田　憲正 市立堺病院
岸本　知己 市立堺病院
塚口　眞知子 市立堺病院
河野　譲二 市立堺病院
小倉　孝文 市立堺病院
北村　信次 市立堺病院
武元　浩新 市立堺病院
西田　幸司 市立堺病院
龍岡　久登 市立堺病院
藤森　正樹 市立堺病院
竹内　廉 市立堺病院
村石　真起夫 市立堺病院

大阪市立大学医学部附属
病院　緩和ケア研修会

平成23年１月20、21日
大阪市立大学医学部附属

病院

大阪市立総合医療セン
ター緩和ケア研修会

平成23年1月22、23日
大阪市立総合医療セン

ター

大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成23年年1月29、30日
大阪大学医学部附属病院

市立堺病院緩和ケア研修
会

平成23年２月11、12日
市立堺病院



氏名 所属 受講研修

武　篤史 東大阪市立総合病院 
水野　智恵美 済生会吹田病院
廣橋 里奈 済生会吹田病院
澤井 直樹 済生会吹田病院
津戸 寿幸 済生会吹田病院
大矢　寛久 済生会吹田病院
加藤　隆介 済生会吹田病院
鵜山　広樹 済生会吹田病院
岡田　悟 済生会吹田病院
駕田　修史 済生会吹田病院
勝田　吉重 勝田医院
神原　紀子 新明会　神原病院
河本　泉 大阪府済生会野江病院
原川　奈梨 医療法人 香仁会 鯰江内科クリニック
古武　剛 八尾市立病院
小林　亨 医療法人 旭医道会 中村クリニック
島田　和典 医療法人 杏樹会 杏林記念病院
坂本　恵利奈 大阪市立総合医療センター
大島　健司 国立病院機構 大阪医療センター
田所　丈嗣 国立病院機構 大阪医療センター
小澤　健太郎 国立病院機構 大阪医療センター
長谷川　裕子 国立病院機構 大阪医療センター
八木　治彦 国立病院機構 大阪医療センター
伊東　裕子 国立病院機構 大阪医療センター
松原　尚子 国立病院機構 大阪医療センター
大宮　英泰 国立病院機構 大阪医療センター
宮本　敦史 国立病院機構 大阪医療センター
原田　泰規 国立病院機構 大阪医療センター
王　聡 国立病院機構 大阪医療センター
疇地　道代 国立病院機構 大阪医療センター
鈴木　一弘 熊取ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
辻野　元祥 辻野病院
大場　一輝 ベルランド総合病院
高井　英月子 大阪大学医学部付属病院
山﨑　則行 府中病院
青山　泰孝 府中病院
後藤　俊介 府中病院
黒木　慶和 府中病院
西居　孝文 府中病院
山﨑　勝彦 府中病院
上田　栄寿 府中病院
正路　智浩 府中病院
小熊　一輔 府中病院
中逵　尚 府中病院
中野　裕史 府中病院
高村　竜一郎 府中病院
中嶋　真一郎 ほくとクリニック病院
木村　賢二 大阪府立急性期・総合医療センター
山岡　雄祐 大阪府立急性期・総合医療センター
尾野　敏彦 愛泉会病院
松野　頌平 大阪大学歯学部附属病院
大和田　善之 市立吹田市民病院
﨑山　篤宏 さきやま内科
岡﨑　賢志 神戸大学医学部附属病院
辻　　聡 大阪大学歯学部附属病院
藤本　いずみ 大阪警察病院
小杉　智 市立豊中病院
武　弘典 市立豊中病院
金森　大悟 市立豊中病院
今津　哲央 市立豊中病院
中田　壮一 市立豊中病院
池田　公正 市立豊中病院
辻江　智子 市立豊中病院
李　享相 市立豊中病院
美馬　淳志 市立豊中病院
佐藤　正之 市立豊中病院

大阪医療センター緩和ケ
ア研修会

平成23年２月26、27日
国立病院機構 大阪医療セ

ンター

府中病院・緩和ケア研修
会

平成23年３月５、６日
府中病院

豊能２次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成23年３月12、13日
市立豊中病院

第１回　大阪府済生会吹
田病院緩和ケア研修会

平成23年2月19、20日
大阪府済生会吹田病院



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

田村　千絵 (医）協和会　千里中央病院
前田　幸代 (医）蔵春堂　小西病院
川嶋　慶子 大阪府済生会千里病院
土代　曜子 大阪府済生会千里病院
乳原　和美 大阪府済生会吹田病院
新名　直子 大阪府済生会吹田病院
原田　美由紀 市立豊中病院
森　　亜矢子 市立豊中病院
鍛治　昌子 市立豊中病院
西口　麻美 市立豊中病院
前川　夢子 市立豊中病院
柏木　秀紀 市立豊中病院
西尾　敦美 市立豊中病院
広崎　智子 東大阪生協病院
甲斐　登志子 大阪赤十字病院
佐々木　圭子 大阪赤十字病院
津本　友美 大阪赤十字病院
平野　照子 大阪赤十字病院
吉岡　訓子 大阪赤十字病院
蜜山　美鈴 大阪赤十字病院
前野　しのぶ 大阪赤十字病院
松浦　麻由美 大阪赤十字病院
山田　千絵 大阪赤十字病院
藤村　有紀 大阪赤十字病院
東海林　絵美 大阪赤十字病院
野村　美奈子 大阪赤十字病院
近藤　昌子 生協横沼クリニック
坂本　津奈子 訪問看護ステーション　さくら総合医療
川上　法子 真嶋医院　療養通所介護　アネトス
榎谷　広枝 真嶋医院　療養通所介護　アネトス
相場　久美 おくだ医院
熊本　訓子 泉大津市立病院
白鞘　直明 泉大津市立病院
平松　大和 泉大津市立病院
向井　壽美 玉井整形外科内科病院
中村　美智子 出水クリニック
松坂　由希子 出水クリニック
菊谷　八重 出水クリニック
米原　未由来 和泉市立病院　薬剤部
宮武　望 和泉市立病院　薬剤部
中川　雅史 和泉市立病院　薬剤部
梅﨑　梓 和泉市立病院
渡邊　真由美 耳原総合病院
島　美由紀 市立貝塚病院
町谷　安紀 府中病院
岩谷　理佳子 和泉市立病院
井上　美紗 市立岸和田市民病院
山田　由起子 市立岸和田市民病院
藤村　睦美 和泉市立病院
髙木　三枝 和泉市立病院

平成22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

大阪赤十字病院　緩和ケ
ア研修会

平成22年４月17、18日
大阪赤十字病院

豊能2次医療圏・緩和ケア
研修会

平成22年４月10、11日
市立豊中病院

第2回泉州緩和ケア研修会

平成22年４月24、25日
市立岸和田市民病院



氏名 所属 受講研修

吉村　知美 訪問看護ステーション此花
土井　麻子 訪問看護ステーション北田
甲野　由枝 国家公務員共済組合連合会　大手前病院
林　奈央 国立病院機構　大阪医療センター
白石　絵里子 国立病院機構　大阪医療センター
三宅　康子 国立病院機構　大阪医療センター
大倉　宏司 すずらん薬局
辰己　晃造 国立病院機構　南和歌山医療センター
倉橋　基尚 国家公務員共済組合連合会　大手前病院
庄野　裕志 国立病院機構　大阪医療センター
福田　良子 国立病院機構　大阪医療センター
小西　大輔 国立病院機構　大阪医療センター
西川　敦世 国立病院機構　大阪医療センター
清瀬　雅子 北摂総合病院
傳谷　千歳 北摂総合病院
齋藤　健治 市立吹田市民病院
日髙　かほり 医修会　新河端病院
石田　望 医修会　新河端病院
越智　明美 大阪府済生会吹田病院
菊池　陽子 大阪府済生会吹田病院
西　晶子 国立病院機構　刀根山病院
山﨑　孝子 高槻赤十字病院
永良　美弥 大阪府済生　富田林病院
中井　真紀 国立病院機構　大阪南医療センター
益倉　智美 ＰＬ病院
片岡　勝美 ＰＬ病院
金銅　葉子 地方独立行政病院大阪府立病院機構　大阪府立呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ

北山　奈穂 国立病院機構　大阪南医療センター
水田　佳代 ＰＬ病院
原　優世 国立病院機構　大阪南医療センター
辻　邦子 医療法人 樫本会　樫本病院
松田　祐季 景岳会　南大阪病院
西村　真理 大阪府済生会吹田病院
秋丸　由美 松下記念病院
若林　香織 守口敬任会病院
古島　成子 守口敬任会病院
山﨑　由佳 有隣会　東大阪病院
池上　恵子 有隣会　東大阪病院
羽田　恵介 有隣会　東大阪病院
水野　秀子 毅峰会　吉田病院
寺西　充子 関西医科大学滝井病院
角野　洋子 関西医科大学滝井病院
山岡　月子 関西医科大学滝井病院
佐伯　久美子 関西医科大学滝井病院
五十嵐　貴代子 関西医科大学枚方病院
松本　和美 関西医科大学枚方病院
植松　歩美 関西医科大学枚方病院
國政　亜沙美 関西医科大学枚方病院
吉村　麻由 関西医科大学枚方病院
村橋　由美 関西医科大学枚方病院
藤田　希美 関西医科大学枚方病院
金谷　節子 関西医科大学枚方病院
橋本　めぐみ 関西医科大学枚方病院

大阪医療センター緩和ケ
ア研修会

平成22年５月８、９日
大阪医療センター

高槻赤十字病院緩和ケア
研修会

平成22年5月29、30日
高槻赤十字病院

南河内二次医療圏・緩和
ケア研修会

平成22年６月５、６日
大阪南医療センター

大阪府立成人病センター
緩和ケア研修会

平成22年７月３、４日
大阪府立成人病センター

第2回　関西医科大学附属
枚方病院　緩和ケア研修

会

平成22年７月17、18日
関西医科大学附属枚方病

院



氏名 所属 受講研修

池水　みゆき 財団法人住友病院
金村　恵 社会福祉法人　恩賜財団　済生会吹田病院
稲崎　水奈子 大阪市立大学医学部附属病院
金　美惠子 医療法人　彩樹　守口敬任会病院
長谷川　美里 北野病院
小西　元子 北野病院
秋田　美幸 耳原総合病院
兵頭　牧子 耳原総合病院
上坂　美有 大阪労災病院
平尾　はるみ 大阪労災病院
金田　典子 大阪労災病院
松田　祐季 社会医療法人　景岳会南大阪病院
福田　洋子 済生会吹田病院
馳川　紘子 済生会吹田病院
松田　江美子 社会医療法人弘道会　守口生野記念病院
池田　晴香 医療法人彩樹　守口敬任会病院
新堀　いづみ 協仁会小松病院　
小澤　昌代 協仁会小松病院　
平山　泰子 協仁会小松病院　
下田　真由美 松下記念病院　
池田　佳世 大阪ゆうゆうの里診療所
猪熊　なおみ 大野記念病院
浦﨑　剛 岸和田徳洲会病院
岡　明美 市立吹田市民病院
竹村　充代 市立吹田市民病院
南口　ひろみ 吉川病院
射手矢　奈津子 市立泉佐野市民病院
蛯原　友加子 美咲訪問看護ステーション
大嶋　真理 あっぷる訪問看護ステーション
大森　美恵 松下記念病院
加田　友見 南大阪病院
相馬　郁子 大阪府済生会吹田病院
西本　久美子 大阪府済生会吹田病院
松尾　純子 市立豊中病院
緒方　由美子 住友病院
池田　恵津子 済生会　吹田病院
大出　玲子 済生会　吹田病院
前田　智恵子 大阪大学歯学部附属病院
八木　和栄 済生会　吹田病院
足立　敦子 ベルランド総合病院
中井　圭子 和泉市立病院　
山村　佳永 和泉市立病院　
大川　紀子 和泉市立病院　
岩﨑　浩子 近畿大学医学部堺病院
佐塚　有希 府中病院
宇埜　可南子 府中病院
竹村　真理子 府中病院
山本  実加 財団法人日本生命済生会付属日生病院
水越  梓 財団法人日本生命済生会付属日生病院
垣内  豊美 財団法人住友病院
吉田  美登利 多根訪問看護ステーション
西野  元久 スギ薬局
森  真由子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
本家  裕子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
溝口  可奈子 寝屋川サナトリウム

大阪警察病院緩和ケア研修会
平成22年９月４、５日

大阪警察病院

2010年度 松下記念病院
緩和ケア研修会

平成22年９月11、12日
松下記念病院

市立吹田市民病院緩和ケ
ア研修会

平成22年９月18、19日
市立吹田市民病院

高槻病院　緩和ケア研修
会

平成22年10月９、10日
愛仁会高槻病院

第2回　ベルランド総合病
院・緩和ケア研修会

平成22年10月16、17日
ベルランド総合病院

大阪きた緩和ケア研修会

平成22年7月31日、8月1日
北野病院

大阪労災病院緩和ケア研
修会

平成22年8月21、22日
大阪労災病院

日生病院緩和ケア研修会

平成22年10月23、24日
財団法人日本生命済生会

付属日生病院



氏名 所属 受講研修

河井　留美 和泉市立病院
有本　弥生 野上病院
久保　美紀 市立泉佐野病院
長友　千春 大阪リハビリテーション病院
宮永　まどか 野上病院
江藤　佐友里 大阪リハビリテーション病院
天野　敬子 いとう訪問看護ステーション
柳井　瑞乃 ＮＴＴ西日本大阪病院　
市原　智美 ＮＴＴ西日本大阪病院
知念　聖子 ＮＴＴ西日本大阪病院　
島田　浩 ＮＴＴ西日本大阪病院　
矢ヶ部　美　佳 近畿大学医学部堺病院
宮　本　　芳　 近畿大学医学部堺病院
羽田  誠子 箕面市立病院　
若松  沙織 箕面市立病院
吹田  智子 箕面市立病院
東  綾子 箕面市立病院
生田  成美 箕面市立病院
小松 あゆみ 箕面市立病院
藤山 京子 多根総合病院
西園  友加里 多根総合病院
佐野  真樹子 多根総合病院
尾﨑  黄英 ガラシア病院 
吉田  由美 ガラシア病院
吉崎　たづ子 河野医院
折本　近子 はるなクリニック
吉岡　鈴恵 伊賀市立上野総合市民病院 
片本　陽子 近畿大学医学部付属病院 
安田　千香 大阪大学大学院 医学系研究科 
尾崎 令亜 大阪大学医学部附属病院 
市村　紀子 大阪大学大学院 医学系研究科 
谷澤　久美 大阪大学大学院 医学系研究科 
上野　有弥子 大阪大学医学部附属病院
北川　亜衣 大阪大学医学部附属病院
森尾　佳代子 大阪府済生会中津病院 
佐野　敬子 松下記念病院
上森　美和子 彩都友紘会病院
村井　扶 大阪大学医学部附属病院　
横　田　美智代 多根総合病院
谷　越　智　美 耳原鳳クリニック
山　永　尚　子 市立堺病院
山　本　明　紀 市立堺病院
杉本　聰美 済生会中津病院
箟　千恵子 相川有床診療所 
脇田　美智子 相川有床診療所 
堤　薫 医療法人　協仁会　小松病院
當木　葵 医療法人　協仁会　小松病院
成瀬　寿子 済生会吹田病院 
谷水　明子 済生会吹田病院 
坂口　左希子 済生会吹田病院 
清水　啓史 済生会吹田病院 
河野　一洋 済生会吹田病院

りんくう緩和ケア研修会

平成22年10月30、31日
りんくう総合医療セン

ター

大阪市立総合医療センター緩和ケア研修会
平成23年1月22、23日

大阪市立総合医療センター

大阪大学医学部附属病院緩
和ケア研修会

平成23年1月29、30日
大阪大学医学部附属病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成23年２月11、12日
市立堺病院

第１回　大阪府済生会吹田
病院緩和ケア研修会

平成23年2月19、20日
大阪府済生会吹田病院

緩和ケア研修会

平成22年11月13、14日
ＮＴＴ西日本大阪病院
市立堺病院緩和ケア研修会

平成22年12月４、５日
市立堺病院

箕面市立病院緩和ケア研修
会

平成23年１月８、９日
箕面市立病院



氏名 所属 受講研修

石飛　祥子 社会医療法人 きつこう会 多根総合病院
中川　巌 社会医療法人 愛仁会 千船病院
石黒　都記子 東大阪病院
田中　景子 国立病院機構 大阪医療センター
藤原　仁美 国立病院機構 大阪医療センター
梅田　尚美 国立病院機構 大阪医療センター
田中　綾子 国立病院機構 大阪医療センター
井出　恭子 国立病院機構 大阪医療センター
石井　佐織 真嶋医院
糸谷　恵 ふちゅう訪問看護ステーション
吉田　学 ヨシダ薬局
菊池　真理子 にしだJクリニック
澤野　友香 府中病院
金井　桂子 府中病院
明石　和子 府中病院
安田　あゆみ 千里中央病院
草下　知巳 ガラシア病院
嶋内　由美 ガラシア病院
阪口　紀子 市立池田病院
小林　身和子 市立池田病院
黒田　綾子 大阪府済生会千里病院
小川　陽子 近畿中央胸部疾患センター
飯田　純子 大阪府済生会吹田病院
青戸　亜衣 大阪府済生会吹田病院
佐野　幸恵 豊中緑ヶ丘病院
奥田　真望 大阪府済生会吹田病院
山村　千恵美 大阪府済生会千里病院
塩崎　裕美 市立豊中病院　
澤田　実加 市立豊中病院　
安田　純子 市立豊中病院　
木飼　雅子 市立豊中病院　
一上　由華 市立豊中病院　
酒井　麻菜 市立豊中病院　
魚野　千晶 市立豊中病院　
森田　晴代 市立豊中病院　

府中病院・緩和ケア研修会

平成23年３月５、６日
府中病院

豊能２次医療圏・緩和ケア研
修会

平成23年３月12、13日
市立豊中病院

大阪医療センター緩和ケア
研修会

国立病院機構 大阪医療セン
ター

平成23年２月26、27日


