
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

森　滋喜 医療法人　森内科
山本　文里 医）高寿会　山本内科小児科
八幡　曉直 ＨＡＢＡクリニック
松村　雅方 美杉会　佐藤病院
林　則宏 和田病院
鳥居　豊橘 公道会　公道会病院
芝　英一 大阪ブレストクリニック
笠島　綾子 大阪厚生年金病院
笠島　裕明 大阪厚生年金病院
永井　謙一 関西電力病院
久保　嘉朗 関西電力病院
池田　一毅 関西電力病院
澤田　宗生 関西電力病院
野口　麻希子 関西電力病院
野村　文彦 関西電力病院
三好　隆史 関西電力病院
宮本　肇 医療法人神愛会　宮本クリニック
吉田　裕彦 医療法人朋侑会　吉田クリニック
西牧　弘行 医療法人鴻尚会　西牧医院
福川　隆 医療法人隆福会　福川内科クリニック
橋爪　慶人 医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院
孫　永煥 孫クリニック
倉橋　知英 市立池田病院
新藤　正喜 山本第三病院
小坂　知也 信愛会　交野病院
植野　仙経 大阪赤十字病院
細木　久裕 大阪赤十字病院
田中　晴樹 大阪赤十字病院
馬場園　豊 大阪赤十字病院
津村　剛彦 大阪赤十字病院
齋藤　澄夫 大阪赤十字病院
井口　恵里子 大阪赤十字病院
岡本　菜摘 大阪赤十字病院
河原　俊介 大阪赤十字病院
松尾　愛理 大阪赤十字病院
鈴木　聡史 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会野江病院
野村　　勉 社会医療法人　景岳会　南大阪病院
青山　輝義 関西電力病院
小西　俊彰 大阪福祉事業財団　すみれ病院
前田　一石 大阪府立成人病センター 
東森　　啓 社会医療法人　景岳会　南大阪病院
大久保　聡 国家公務員共済組合連合会　大手前病院
木村　剛 国立病院機構　大阪医療センター
伴　建二 国立病院機構　大阪医療センター
多和　昭雄 国立病院機構　大阪医療センター
田中　稔恵 国立病院機構　大阪医療センター
和田　晃 国立病院機構　大阪医療センター
岡　聖次 国立病院機構　大阪医療センター
安永　豊 国立病院機構　大阪医療センター
奥　雄介 国立病院機構　大阪医療センター
鹿野　学 国立病院機構　大阪医療センター
古川　正幸 国立病院機構　大阪医療センター
田　珠相 田泌尿器科クリニック
恒松　一郎 高槻赤十字病院
清水　謙司 男山病院
山口　侑里子 箕面市民病院
松本　優輔 高槻赤十字病院
濵田　慶一郎 高槻赤十字病院
寺前　智史 高槻赤十字病院
田中　智大 葛城病院
大島　一輝 市立豊中病院
畠野　尚典 市立豊中病院
三谷　武 コープおおさか病院
中尾　謙太 高槻赤十字病院
後藤　研三 高槻赤十字病院
金村　仁 済生会茨木病院

大阪赤十字病院緩和ケア研
修会

平成２４年４月２９日、３０日
大阪赤十字病院

大阪医療センター緩和ケア
研修会

平成２４年５月１２日、１３日
国立大阪医療センター

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成２４年５月１９日、２０日
高槻赤十字病院

平成24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

第２回関西電力病院緩和ケ
ア研修会

平成２４年４月２１日、２２日
関西電力病院



氏名 所属 受講研修

岸　直子 大阪警察病院　歯科口腔外科
山内　菜都美 大阪警察病院　形成外科
樋口　将隆 大阪警察病院　歯科口腔外科
川上　善久 大阪警察病院　形成外科
前田　求 大阪警察病院　形成外科
植木　澄子 生野診療所
滝本　佳予 市立池田病院　麻酔科　ペインクリニック
奥田　平治 おくだクリニック
藤吉　理夫 (医)理秀会　ふじよし在宅クリニック
三好　得司 三好産婦人科
髙田　晋吾 大阪警察病院　泌尿器科
島越　由紀子 医療法人　島越内科
奥　正之 医療法人奥会　奥医院
鄭　則秀 大阪警察病院　泌尿器科
若杉　正樹 大阪警察病院　外科
益澤　徹 大阪警察病院　外科
木庭　太郎 大阪警察病院　呼吸器科
佐藤　崇 大阪警察病院　耳鼻咽喉科
熨斗　　有 のしクリニック
門脇　弘一 門脇医院
田仲みすず もり内科クリニック
白山　英三 白山医院
大﨑　康宏 八尾市立病院
室家　王介 室家あったかクリニック
早川　正宣 東大阪市立総合病院外科
川口　義彦 東大阪市立総合病院内科
赤松　晴樹 東大阪市立総合病院消化器内科
古市　欣也 東大阪市立総合病院放射線科
酒田　和也 東大阪市立総合病院外科
重松　文子 東大阪市立総合病院麻酔科
明石　貴子 東大阪市立総合病院産婦人科
佐々木　一之 東大阪市立総合病院消化器内科
石津谷　祐 東大阪市立総合病院泌尿器内科
瀬川　朋未 東大阪市立総合病院消化器内科
安富　正悟 NTT西日本大阪病院
伊藤　礼子 NTT西日本大阪病院
井上　啓介 近畿大学医学部附属病院
今井　元 近畿大学医学部附属病院
江川　由夏 近畿大学医学部附属病院
榎本　明史 近畿大学医学部附属病院
岡本　邦男 近畿大学医学部附属病院
沖　貴士 近畿大学医学部堺病院
門阪　薫平 近畿大学医学部附属病院
樹山　三記 医療法人大植会　葛城病院
清原　忠彦 医療法人方佑会　植木病院
近藤　孝 医療法人南労会　紀和病院
嶋田　高広 近畿大学医学部附属病院
白井　達 近畿大学医学部附属病院
杉浦　史哲 近畿大学医学部附属病院
武田　昂樹 東大阪市立総合病院
辻畑　正雄 大阪労災病院
飛梅　孝子 近畿大学医学部附属病院
土増　聡 城東中央病院
富永　恒平 市立貝塚病院
仁科　慎一 近畿大学医学部附属病院
西本　光寿 近畿大学医学部附属病院
西山　眞一 医療法人樫本会　樫本病院
松本　正孝 近畿大学医学部附属病院
三浦　光太郎 市立柏原病院
田中　芳憲 社会医療法人景岳会　南大阪病院
山田　光成 近畿大学医学部附属病院
　本田 謙一  和泉市立病院産婦人科
　小川　淳宏  多根総合病院外科
　塩見 啓二  塩見医院院長
　河嶋 朗  石切生喜病院麻酔科
　細川 幸成  多根総合病院泌尿器科
　城田 哲哉  多根総合病院外科
　宮武 崇  市立貝塚病院産婦人科
　山口 拓也  多根総合病院外科
　淺井 哲  多根総合病院消化器内科
　藪 晋人  多根総合病院研修医
　児玉 菜津子  多根総合病院研修医

近畿大学緩和ケア研修会

平成２４年６月２日、３日
近畿大学医学部附属病院

第１回多根総合病院緩和ケ
ア研修会

平成２４年６月９日、１０日
多根総合病院

大阪警察病院緩和ケア研修
会

平成２４年５月１９日、２０日
大阪警察病院

平成24年度東大阪市立総
合病院緩和ケア研修会

平成２４年５月２６日、２７日
東大阪市立総合病院



氏名 所属 受講研修

中井　清隆 中井歯科医院
梁　壽男 りょうクリニック
中田　秀史 愛仁会　高槻病院
立山　彩子 愛仁会　高槻病院
田中　基晴 天神田中内科クリニック
千野　佳秀 東和会　第一東和会病院
稲垣　美和子 いながきクリニック
稲垣　文香 いながきクリニック
北野　貴弘 北野外科内科
島津　保生 島津会　宮田診療所
明石　尭久 愛仁会　高槻病院
田中　祥貴 愛仁会　高槻病院
松本　尊彰 愛仁会　高槻病院
藤井　俊輔 愛仁会　高槻病院
西村　重彦 住友病院
森本　洋一 森本診療所
松山　茂樹 松山診療所
畑森　信夫 医療法人恵愛会クリニック畑森
上山　直人 上山クリニック
川嵜　康大 八尾市立病院
上原　暢子 府立呼吸器アレルギー医療センター
田端　理英 兵庫県立塚口病院
田端　千春 兵庫医科大学呼吸器内科
中辻　優子 市立貝塚病院
鍛　利幸 市立岸和田市民病院
北野　昇一 医療法人三宝会南港クリニック
西村　道彦 西村診療所
溝口　靖紘 医療法人溝口医院
赤木　利彰 医療法人赤木医院
丸山　琢雄 南大阪病院
浦上　勉 医療法人慈勉会浦上病院
足立　俊之 足立医院
藤本　美香 近畿大学医学部堺病院
川上　勝彦 医療法人一隅会川上クリニック
林　賢 府立急性期・総合医療センター
野口　侑記 府立急性期・総合医療センター
鈴木　克洋 NHO近畿中央胸部疾患センター
飯石　浩康 大阪府立成人病センター
塩山　渉 大阪府立成人病センター
前田　純 国家公務員共済組合連合会　大手前病院
八十島　宏行 国立病院　大阪医療センター
玉木　伸幸 大阪府立成人病センター
石井　朝美 大阪府立成人病センター
鈴木　強 大阪府立成人病センター
田中　秀憲 大阪府立成人病センター
中尾　千夏 恒昭会　藍野病院
良本　英彦 英進会　良本循環器内科
大野　浩司 おおさか往診クリニック
浅田　弘子 浅田診療所
北田　文則 済生会吹田病院
長　澄人 済生会吹田病院
寺井　祥雄 済生会吹田病院
児島　隆介 こじま内科
久保田　真司 加納総合病院
福田　正順 美杉会　男山病院
佐々　仁美 佐々医院
梶本　心太郎 大阪北ホームケアクリニック
黄　政龍 北野病院
長　博之 北野病院
仲山　彰俊 北野病院
内田　洋一朗 北野病院
飯田　拓 北野病院
山下　勝 北野病院
井上　善景 北野病院
芝本　拓巳 北野病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成２４年７月７日、８日
愛仁会高槻病院

大阪府立急性期・総合医療
センター緩和ケア研修会

平成２４年７月７日、８日
大阪府立急性期・総合医療

センター

大阪府立成人病センター緩
和ケア研修会

平成２４年７月１５日、１６日
大阪府立成人病センター

大阪きた緩和ケア研修会

平成２４年７月２８日、２９日
北野病院



氏名 所属 受講研修

山村　治史 山村クリニック
中西　文彦 大阪南医療センター
長尾　知昭 大阪南医療センター
新 田　　隆 新田クリニック
津村　亜矢子 大阪南医療センター
松 井　　薫 市立貝塚病院
小 野　　瞳 大阪大学歯学部附属病院
三宅　宗彰 ＰＬ病院
田宮　基裕 大阪府立呼吸器アレルギー医療センター
大西　健仁 済生会　富田林病院
阪上　雅子 大阪南医療センター
井原　祥一 大阪南医療センター
本多　英弘 大阪南医療センター
山口　晃史 大阪南医療センター
吉 野　　愛 大阪南医療センター
鎌田　実 関西医科大学附属枚方病院　放射線治療科
羽間　大祐 北野病院　呼吸器内科
髙林　あゆみ 関西医科大学附属枚方病院　産婦人科
新谷　亮多 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
林　修平 医療法人恒昭会　藍野病院
髙畑　暁 関西医科大学附属枚方病院　産婦人科
道浦　拓 関西医科大学附属枚方病院　外科
中井　宏治 関西医科大学附属滝井病院　外科
北出　浩章 関西医科大学附属滝井病院　外科
河崎　裕英 関西医科大学附属枚方病院　小児科
金城　孝則 大阪警察病院　泌尿器科
河野　由美子 関西医科大学附属枚方病院　放射線科
北川　克彦 社会医療法人若弘会　若草第一病院　外科
山本　寿郎 山本内科
豊川　秀吉 関西医科大学附属枚方病院　外科
福井　淳一 関西医科大学附属枚方病院　外科
向出　裕美 関西医科大学附属枚方病院　外科
桒名　香代子 関西医科大学附属枚方病院　外科
木戸　健陽 関西医科大学附属枚方病院　産婦人科
山本　智寿子 医療法人大慶会　星光病院　内科
三宅　功 三宅医院
小山　誠次 医療法人快生会　小山ふれあいクリニック
森口　久子 医療法人誠心会　森口医院
原　章倫 済生会吹田病院
梁　勉 済生会吹田病院
柿本　祥太郎 社会医療法人景岳会　南大阪病院
田中　真澄 医療法人成和会　ほうせんか病院
帆足　孝彦 美杉会　佐藤病院
池田　健太郎 すみれ病院
金　安明 萱島生野病院
丸岡　博史 医療法人　丸岡医院
藤本　明久 一祐会　藤本病院
牛嶋　　陽 松下記念病院
山田　一人 松下記念病院
髙尾　幸司 松下記念病院
鎌田　貴彦 松下記念病院
村田　彩奈 松下記念病院
笠原　秀範 住友病院　血液内科
坂下　拓人 住友病院　呼吸器内科
岸田　修 住友病院　消化器内科
阿古　英次 住友病院　外科
亀谷　直樹 住友病院　外科
橋本　章太郎 住友病院　呼吸器外科
金　美娘 住友病院　産婦人科
関井　洋輔 住友病院　泌尿器科
津村　八江 住友病院　麻酔科
坂本　一彦 住友病院　歯科
倉重　隆明 住友病院　総合診療科
城　文泰 住友病院　総合診療科
田中　涼太 住友病院　総合診療科
山中　庸平 住友病院　総合診療科
行松　直 住友病院　総合診療科
小幡　翔 住友病院　総合診療科
藤本　宣正 大阪厚生年金病院　泌尿器科
西川　隆之 高津病院　外科
清水　啓二 ＪＲ大阪鉄道病院　外科
手塚　健志 近畿中央胸部疾患センター　乳腺外科
和田　憲嗣 南大阪病院　内科
木村　博子 関西電力病院　泌尿器科

南河内二次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成２４年８月４日、５日
大阪南医療センター

第４回　関西医科大学附属
枚方病院　緩和ケア研修会

平成２４年９月１日、２日
関西医科大学附属枚方病

院

２０１２年度 松下記念病院
緩和ケア研修会

平成２４年９月８日、９日
松下記念病院

第２回住友病院緩和ケア研
修会

平成２４年９月１５日、１６日
住友病院



氏名 所属 受講研修

青井　一憲 大阪府済生会野江病院
上田　裕紀子 医療法人　上田医院
上田　匡 大阪府済生会野江病院
賀陽　聡一郎 医療法人賀陽会　かよう内科・小児科
北田　博一 （医）晃和会　北田医院
河野　恵美子 大阪厚生年金病院
小林　経宏 小林医院
佐藤　正大 佐藤医院
鈴川　純子 大阪府済生会野江病院
髙田　淳 高田医院
野山　裕揮 大阪府済生会野江病院
堀元　隆二 大阪府済生会吹田病院
山根　佳 大阪府済生会野江病院
中林　大二 星ヶ丘厚生年金病院
友田　真司 耳原総合病院
呉　偉俊 ベルランド総合病院
梅田　喜亮 ベルランド総合病院
南　李沙 ベルランド総合病院
脇本　剛 ベルランド総合病院
奥村　哲 ベルランド総合病院
佐藤　慎哉 ベルランド総合病院
千葉　玲哉 ベルランド総合病院
中野　雄介 和泉市立病院
村本理 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
吉良俊彦 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
橘髙信義 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
高山敬範 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
本庄郁子 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
高橋励 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
塩見真由 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
米田傑 大阪警察病院
茶谷正史 大阪労災病院
吉岡節子 大阪府済生会千里病院
多木誠人 大阪赤十字病院
矢野幸洋 国立病院機構刀根山病院
長谷川　順一 大阪労災病院
三方　彰喜 大阪労災病院
森島　宏隆 大阪労災病院
氏家　剛 大阪労災病院
任　幹夫 大阪労災病院
大薗　芳之 大阪労災病院
中野　博史 市立貝塚病院
松本　秀明 松本内科クリニック
村田　三郎 阪南中央病院
岩崎　幸恵 高石加茂病院
田井　謙太郎 大阪府済生会吹田病院
中嶋　博之 中島産科婦人科
金髙　大悟 宝持会池田病院
野村　広徳 大阪警察病院
伊藤　得路 東住吉森本病院
福島　幸男 八尾市立病院
森本　卓 八尾市立病院
栗原　敏修 八尾市立病院
松山　仁 八尾市立病院
岩井　友明 八尾市立病院
末村　茂樹 八尾市立病院
津田　武 八尾市立病院
髙森　弘之 八尾市立病院
伊藤　翔 八尾市立病院
音野　好紀 八尾市立病院
小林　秀彦 小林診療所
彭　英峰 彭医院
鈴木　昇平 大正民主診療所
柳川　雄大 NTT西日本大阪病院
川島　貴之 大阪厚生年金病院
田中　陽子 大阪厚生年金病院
藤田　周史 千船病院
伊東　優 千船病院
松岡　麻理 千船病院
江島　有香 千船病院

千船病院緩和ケア研修会

平成２４年１０月２７、２８日
千船病院

大阪労災病院緩和ケア研修
会

平成２４年１０月１３日、１４
日

大阪労災病院

八尾市立病院緩和ケア研修
会

平成２４年１０月２０日、２１
日

八尾市立病院

大阪府済生会野江病院緩
和ケア研修会

平成２４年９月２２、２３日
大阪府済生会野江病院

第４回ベルランド総合病院・
緩和ケア研修会

平成２４年９月２９日、３０日
ベルランド総合病院

第三回日生病院緩和ケア研
修会

平成２４年１０月６日、７日
日生病院



氏名 所属 受講研修

井上　安希子 西田病院
井上　共生 市立貝塚病院
德川　睦美 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
井口　圭子 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
近藤　俊輔 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
武坂　絢 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
庫本　達 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
谷口　聖治 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
小瀬　弘樹 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
関　雅之 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
森田　祥弘 阪南市民病院歯科口腔外科
桝田　周佳 府中病院泌尿器科
鄭　聖華 府中病院外科
中西　健太郎 府中病院産婦人科
岡本　秀一郎 府中病院血液疾患センター
井関　康仁 府中病院外科
高桑　輝人 府中病院血液疾患センター
原田　尚憲 府中病院血液疾患センター
久保　寛明 府中病院臨床研修室
西野　真由子 府中病院臨床研修室
久松　美友紀 府中病院臨床研修室
栂野　真吾 府中病院臨床研修室
池原　瑞樹 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院　呼吸器内科

岡田　英晶 北摂総合病院診療部
谷内　幹弘 龍神堂医院
綾仁　悠介 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
池田　宗一郎 大阪医科大学附属病院呼吸器内科
島　卓史 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
寺田　信一 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
寺西　真章 大阪医科大学附属病院消化器内科
中田　智之 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
肥塚　幸太郎 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
横矢　悠太 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
谷川　隆彦 医誠会病院消化器外科センター
坂東　園子 大阪医科大学附属病院呼吸器内科
岩本　充彦 大阪医科大学附属病院一般・乳腺・内分泌外科・消化器外科

碇　絢菜 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
福本　真延 大阪医科大学附属病院卒後臨床研修センター
土井　喜宣 大手前病院消化器内科
釜江　　剛 大手前病院血液内科
増田　佳亮 大手前病院研修医
中村　玄 大手前病院研修医
蓮池　裕平 大手前病院研修医
水野　均 りんくう総合医療センター外科
田中　満 枚方公済病院
大門　位守 あさひ診療所
野呂　浩史 大手前病院外科
木内　利明 済生会千里病院泌尿器科
韓　秀炫 枚方公済病院
菅尾　英木 箕面市立病院　泌尿器科
井端　剛 箕面市立病院　内科
日野　彬央 箕面市立病院　内科
武田　美樹 箕面市立病院　内科
藤島　弘顕 箕面市立病院　整形外科
菊池　保彦 菊池外科
横田　総一郎 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
中澤　幸恵 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
山口　俊彦 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
猪山　昭徳 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
辻本　裕一 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会千里病院
出村　愰 医療法人社団生和会　彩都リハビリテーション病院
本郷　仁志 医療法人祥佑会　藤田胃腸科病院
角村　純一 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

前角　智子 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

清水　健史 箕面市立病院　医務局

りんくう緩和ケア研修会

平成２４年１０月２７日、２８
日

りんくう総合医療センター

箕面市立病院緩和ケア研修
会

平成２５年１月１３日、１４日
箕面市立病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成２４年１１月２３日、２４
日

大手前病院

第2回　府中病院・緩和ケア
研修会

平成２４年１１月１０日、１１
日

府中病院

三島医療圏緩和ケア研修会

平成２４年１１月１７日、１８
日

大阪医科大学附属病院



氏名 所属 受講研修

中井　俊之 大阪市立大学医学部附属病院　呼吸器内科
大北　仁裕 大阪市立大学医学部附属病院　消化器外科・乳腺内分泌外科

枝川　永二郎 大阪市立大学医学部附属病院　肝胆膵外科
永田　崇 大阪市立大学医学部附属病院　脳神経外科
中嶋　康博 大阪市立大学医学部附属病院　血液内科・造血細胞移植科

南野　智 大阪市立大学医学部附属病院　血液内科・造血細胞移植科

内田　潤次 大阪市立大学医学部附属病院　泌尿器科
松本　佳也 大阪市立大学医学部附属病院　女性診療科
山本　季来 北野病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
大澤　尚志 千本病院　外科
仲田　文造 市立柏原病院　外科
阪口　全宏 近畿中央胸部疾患センター　外科
金沢　景繁 大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科
鈴木　史子 大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講座
今田　泰介 大阪大学医学部附属病院　麻酔科
松原　陽子 独立行政法人国立病院機構刀根山病院
嶋田　和貴  大阪大学大学院医学系研究科内科学講座呼吸器免疫アレルギー内科学

弓場　健義 大阪厚生年金病院　
金原　史朗 大阪市立総合医療センター　臨床腫瘍科
山田　萌 大阪大学医学部附属病院
鳥住　知安記 大阪大学医学部附属病院
江口　博孝 ＮＴＴ西日本大阪病院　耳鼻咽喉科
伊藤　則正 近畿中央胸部疾患センター
大場　喜三郎 大場内科病院
神﨑　由莉 市立池田病院
北原　直人 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
大倉　英司 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
英　久仁子 大阪市立住吉市民病院
笠井　真理 大阪市立住吉市民病院
長安　書博 大阪市立十三市民病院
多田　弘人 大阪市立総合医療センター
中嶋　隆 大阪市立総合医療センター
川村　直樹 大阪市立総合医療センター
植村　剛 大阪市立総合医療センター
中島　隆善 大阪市立総合医療センター
高台　真太郎 大阪市立総合医療センター
後藤　航 大阪市立総合医療センター
末包　剛久 大阪市立総合医療センター
小川　佳成 大阪市立総合医療センター
羽阪　友宏 大阪市立総合医療センター
津谷　あす香 大阪市立総合医療センター
岩井　理恵 大阪市立総合医療センター
鉢嶺　将明 大阪市立総合医療センター
樋口　恭子 大阪市立総合医療センター
中田　一夫 大阪市立総合医療センター
有馬　優 大阪市立総合医療センター
谷井　梨美 大阪市立総合医療センター
月岡　卓馬 大阪市立総合医療センター
新田　敏勝 春秋会　城山病院
寺本　和弘 寺本医院
嶋森　彬 市立岸和田市民病院
阪口　正洋 市立岸和田市民病院
宮内　雄也 市立岸和田市民病院
三浦　幸樹 市立岸和田市民病院
岩崎　優子 市立岸和田市民病院
小泉　滋樹 市立岸和田市民病院
星　充 市立岸和田市民病院
抽冬　晃司 市立岸和田市民病院
金森　修一 近畿大学医学部放射線医学教室
薮田　浩一 八尾市立病院
高場　雄久 近畿大学医学部堺病院
山口　智之 岸和田徳洲会病院
芝　政宏 大阪府済生会千里病院
矢田　克嗣 やだクリニック
岩﨑　明 市立堺病院
岩本　善嵩 市立堺病院
藤原　進一 市立堺病院
並川　麻理 市立堺病院
天野　浩司 市立堺病院
加藤　文崇 市立堺病院
伯井　秀行 市立堺病院
岡本　忠司 市立堺病院
髙橋　邦彰 市立堺病院
四茂野　恵奈 市立堺病院
北野　貴也 市立堺病院

第５回泉州緩和ケア研修会

平成２５年２月９日、１０日
市立岸和田市民病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成２５年２月１０日、１１日
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２５年１月１７日、１８日
大阪市立大学医学部附属

病院

大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成２５年１月１９日、２０日
大阪大学

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成２５年１月２６日、２７日
大阪市立総合医療センター



氏名 所属 受講研修

木村　次宏 藤田胃腸科病院　消化器内科　医師
横江　美樹 済生会吹田病院　初期研修医
松田　昌之 済生会吹田病院　呼吸器内科　医師
奥田　佳一郎 済生会吹田病院　初期研修医
一瀬　かおり 済生会吹田病院　呼吸器外科　医師
寒原　芳浩 済生会吹田病院　消化器外科　医師
安田　律 済生会吹田病院　初期研修医
田子　謙太郎 大阪厚生年金病院　内科　医師
中川　真美 済生会吹田病院　麻酔科　医師
藤戸　孝俊 済生会吹田病院　初期研修医
手塚　祐司 済生会吹田病院　初期研修医
中井　義知 済生会吹田病院　初期研修医
寺澤　貴美子 済生会吹田病院　初期研修医
竹内　幸康 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
香川　浩之 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
松田　千栄 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院
宮口　真一 NTT西日本大阪病院
美馬　尚徳 社会福祉法人　大阪府済生会千里病院
原田　博雅 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
眞下　節 市立豊中病院
阿部　欣也 市立豊中病院
大谷　安司 市立豊中病院
野田　剛広 市立豊中病院
山本　浩司 市立豊中病院
加藤　健一 市立豊中病院
岡田　紘一 市立豊中病院
藤原　聖輝 市立豊中病院
藤谷　真弓 市立豊中病院
佐藤　紀子 市立豊中病院
谷　大輔　 市立豊中病院
秀嶋　信 市立豊中病院
鬼頭　真依子 市立豊中病院
辻本　考平 市立豊中病院
呉村　有紀 市立豊中病院
谷口　善彦 社会福祉法人　大阪府済生会千里病院
曽我　彩子 大阪厚生年金病院
出口　朋実 市立豊中病院
清水　義臣 社団法人全国社会保険協会連合会　星ヶ丘厚生年金病院

林　孝昌 兵庫県立尼崎病院

第３回　大阪府済生会吹田
病院緩和ケア研修会

平成２５年２月１６日、１７日
大阪府済生会吹田病院

豊能２次医療圏・緩和ケア
研修会

平成２５年３月２日、３日
市立豊中病院



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

徳末　しのぶ 関西電力病院
小林　啓子 八尾市立病院
大岩根　八千代 大阪ブレストクリニック
川島　明子 大阪北ホームケアクリニック
金子　日出子 訪問看護ステーション此花
大島　民子 訪問看護ステーション此花
辻本　栄子 愛染橋病院
松元　知子 関西電力病院
丸島　知洋 和田病院
横田　香世 関西電力病院
松本　万里子 医療法人鴻尚会　西牧医院
貝野　里江 医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院
三好　悦代 山本第三病院
稲葉　一実 大阪赤十字病院
中林　まゆみ 医療法人晃和会　訪問看護ステーション北田
小山　里恵 社会医療法人　山弘会　上山病院
加藤　香織 社会医療法人　山弘会　上山病院
大萩　こずえ 国立病院機構　大阪医療センター
小林　綾乃 国立病院機構　大阪医療センター
井上　明美 高槻みらい訪問看護ステーション
田村　理恵 高槻みらい訪問看護ステーション
東　みゆき なし
片岡　憲昭 大阪医科大学付属病院
近藤　倫代 済生会茨木病院
椵内　美穂 済生会茨木病院

今井　順子 医療法人　弘善会　弘善会クリニック

吉田　顕 大阪警察病院　3階西病棟

伊藤  隆信 東大阪市立総合病院リハビリテーション科
井上　優子 東大阪市立総合病院薬剤科
田村  美奈子 東大阪市立総合病院薬剤科
南　　季子 もり内科クリニック
柳橋　智子 たつの胃腸科・整形外科
古森　智子 門脇医院
種部　朋子 済生会吹田病院
朝尾　明子 西クリニック
林　小百合 柏原市訪問看護ステーション
宮村　政美 東大阪市立総合病院看護局
大垣　裕子 多根総合病院
中野　正子 東大阪市立総合病院地域医療連携室
　大嵩 ゆき  千里中央病院
　福田 圭子  千里中央病院
　藤岡 千暁  多根総合病院
　若野 瑛美  佐藤病院
　河野 宏幸  大阪府済生会野江病院
武藤　夕加里 済生会　茨木病院
徳永　真澄 祐生会　みどりヶ丘病院
長舩　薫 愛仁会　高槻病院
安東　美香 山弘会　上山病院
河北　聡美 済生会　中津病院
古田　弥生 山弘会　上山病院
東　小百合 祐生会　みどりヶ丘訪問看護ステーション
北川　瑛子 愛仁会　高槻病院
浦野　真弥 近畿中央胸部疾患センター
高畑　紀子 京都医療センター
藤原　恭子 和泉市立病院
飯田　真之 医療法人協和会第二協立病院
松元　紀代子 美杉会医療法人佐藤病院
小川　寛子 京都医療センター

平成24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

平成24年度東大阪市立総合病
院緩和ケア研修会

平成２４年５月２６日、２７日
東大阪市立総合病院

第１回多根総合病院緩和ケア研修
会

平成２４年６月９日、１０日
多根総合病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成２４年７月７日、８日
愛仁会高槻病院

大阪医療センター緩和ケア研修
会

平成２４年５月１２日、１３日
国立大阪医療センター

第２回関西電力病院緩和ケア
研修会

平成２４年４月２１日、２２日
関西電力病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会

平成２４年４月２９日、３０日
大阪赤十字病院

高槻赤十字病院緩和ケア研修
会

平成２４年５月１９、２０日
高槻赤十字病院

大阪警察病院緩和ケア研修会
平成２４年５月１９、２０日

大阪警察病院

大阪府立急性期・総合医療セン
ター緩和ケア研修会

平成２４年７月７日、８日
大阪府立急性期・総合医療セン

ター



氏名 所属 受講研修

酒見　惇子 大阪府立成人病センター
上野　貴子 NHO近畿中央胸部疾患センター
兼谷　千恵 医療法人　島越内科
吉田　美穂 医療法人　島越内科
白石　由美 大阪府立成人病センター
小泉　素子 大阪府立成人病センター
綱島　和子 大阪府立成人病センター
望月　千枝 大阪府立成人病センター
沼田　菊子 大阪府立成人病センター
市野　由佳子 大阪府立成人病センター
西山　菜々子 済生会泉尾病院
前田　和江 大阪府立成人病センター
児島　若菜 こじま内科
鞁田　佳代子 （株）TO SUNめぐみ訪問看護ステーション
北川　万智子 明徳訪問看護ステーション
木村　はなこ 北野病院
桂木　優子 北野病院
藤林　丈美 耳原鳳クリニック　訪問診療部
萬谷　和広 大阪南医療センター
泉　二美代 柏友千代田クリニック
岸本　宏美 柏友千代田クリニック
甲斐　紗織 大阪南医療センター
田中　早苗 大阪南医療センター
星田　真里 和泉市立病院
狩野　智子 大阪南医療センター
小澤　徹也 大阪南医療センター
平阪　清美 大阪南医療センター
藤本　かおる 寺元記念病院
黒木　まどか ＰＬ病院
松田　真愛 大阪南医療センター
北野　友香子 済生会　富田林病院
髙木　菜美 関西医科大学附属枚方病院　医療福祉相談課
斉藤　智子 関西医科大学付属枚方病院
徳本　愛 関西医科大学付属枚方病院
中島　せい子 関西医科大学付属枚方病院
安東　幸代 関西医科大学付属枚方病院
髙岡　千晶 関西医科大学附属滝井病院
宮本　直子 関西医科大学附属滝井病院
喜　有紀 関西医科大学香里病院
岡　裕子 関西医科大学心療内科講座
原田　広美 社会医療法人　山弘会　上山病院
森　佳子 社会医療法人　山弘会　上山病院
古瀬　和明 社会医療法人　山弘会　上山病院

衛藤　直子 野崎徳州会病院

前田　博司 市立　枚方市民病院

荒尾　梢 住友病院　外来化学療法室
松村　絵弥 住友病院　10階病棟
竹﨑　三桂 ＪＲ大阪鉄道病院　看護部
岩下　美穂 ＪＲ大阪鉄道病院　看護部
中本　友里 多根訪問看護ステーション
江口　真知子 阪南中央病院
岡田　尚美 大阪府済生会野江病院
楓　麻実 サトウ病院
下田　ひとみ 大阪府済生会野江病院
田嶋　睦美 大阪府済生会野江病院
福田　恵美子 医療法人　仁和会　和田病院
布施　晶子 大阪府済生会野江病院
箕迫　まゆみ 医療法人　仁和会　和田病院
山角　加代子 サトウ病院

２０１２年度 松下記念病院 緩和ケア研修会
平成２４年９月８日、９日

松下記念病院

第２回住友病院緩和ケア研修
会

平成２４年９月１５日、１６日
住友病院

大阪府済生会野江病院緩和ケ
ア研修会

平成２４年９月２２、２３日
大阪府済生会野江病院

大阪府立成人病センター緩和
ケア研修会

平成２４年７月１５日、１６日
大阪府立成人病センター

大阪きた緩和ケア研修会

平成２４年７月２８日、２９日
北野病院

南河内二次医療圏・緩和ケア研
修会

平成２４年８月４日、５日
大阪南医療センター

第４回　関西医科大学附属枚方
病院　緩和ケア研修会

平成２４年９月１日、２日
関西医科大学附属枚方病院



氏名 所属 受講研修

半田　良恵 阪南中央病院
岩下　まゆみ 阪南中央病院
大谷　里美 樫本病院
福田　園子 近畿中央胸部疾患センター
村上　とよみ 耳原総合病院
小辻　希世子 浅香山病院
大迫　龍 ベルランド総合病院
谷口　栄 ベルランド総合病院
吉田　玲 ベルランド総合病院
米田貴代子 大阪府立成人病センター
緒方朋子 大阪府立成人病センター
谷垣美希 大阪府立成人病センター
鶴岡絵美 大阪府立成人病センター
吉田千昭 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
堀井直子 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
福田あけみ 大阪府済生会千里病院
行俊純子 大阪府済生会千里病院
杉山智子 大阪府立急性期総合医療センター
嘉数めぐみ 南港病院
前川あがさ めぐみ訪問看護ステーション
三嶋仁美 社会医療法人愛仁会千船病院
泉早苗 阪南中央病院
村上登子 大阪府済生会千里病院
北村　瑞穂 大阪労災病院
横田　早苗 阪南中央病院
前川　史織 阪南中央病院
永田　好子 阪南中央病院
喜多　綾 大阪労災病院
太田　ひろみ 大阪労災病院
松浦　美代 大阪労災病院
南　静子 大阪労災病院
成冨　ひふみ 八尾西訪問看護ステーション
佐伯　佐代美 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
山田　智子 八尾市立病院
石部　由紀 八尾はぁとふる病院
日高　佳代 阪本医院
後藤　康弘 市立柏原病院
松田　吾郎 東朋八尾病院
元木　幹子 酒井診療所訪問看護ステーション
廣田　竜一 済生会泉尾病院
松浦　由喜 西淀病院
中阪　秀子 南大阪病院
境　佳代 大阪府立成人病センター
田中　理江 千船病院
天野　敬子 いとうまもる診療所
住 里織  めぐみ訪問看護ステーション
藤井　小百合 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
松田　麻由美 訪問看護ステーション　さくら総合医療
平岡　有紀 医療法人英会　中谷病院
草山　直美 大阪府立成人病センター
森屋　美由紀 医療法人大植会　葛城病院
谷口　由香里 医療法人大植会　葛城病院
三宅　方子 いとうまもる診療所　希望ヶ丘訪問看護室
大野　恭子 いとうまもる診療所　希望ヶ丘訪問看護室
中野　眞里子 和泉市立病院
石田　たつ子 和泉市立病院
城家　優子 泉大津市立病院
武田　みゆき 大阪リハビリテーション病院
上山　真弓 大阪リハビリテーション病院
小野　幸子 真嶋医院療養通所介護ｱﾈﾄｽ
北口　久美子 府中病院
浜田　絵里 府中病院
甲田　和恵 阪南市民病院
村上　真沙美 ふちゅう訪問看護
北原　真理 ふちゅう訪問看護
七野　さやか 府中病院

第三回日生病院緩和ケア研修
会

平成２４年１０月６日、７日
日生病院

第2回　府中病院・緩和ケア研
修会

平成２４年１１月１０日、11日
府中病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

平成２４年１０月２０日、２１日
八尾市立病院

第４回ベルランド総合病院・緩
和ケア研修会

平成２４年９月２９日、３０日
ベルランド総合病院

大阪労災病院緩和ケア研修会

平成２４年１０月１３日、１４日
大阪労災病院

　千船病院緩和ケア研修会

平成２４年１０月２７日、２８日
千船病院

りんくう緩和ケア研修会

平成２４年１０月２７日、２８日
りんくう総合医療センター



氏名 所属 受講研修

小南　順子 大手前病院薬剤部
早田万里子 大手前病院薬剤部
山本　浩之 枚方公済病院
山田　成子 大手前病院南７階病棟
山野恵美子 大手前病院南９階病棟
小野　里織 大手前病院南９階病棟
辰田　裕香 大手前病院南１１階病棟
和田絵里菜 大手前病院南１１階病棟
大貫真理子 上山病院
濱本　真理子 関西電力病院
甲斐　千秋 枚方公済病院
山下　一美 枚方公済病院
奥井えつ子 かつらぎクリニック
達脇　等之 南大阪病院
戸祭　庸子 箕面市立病院　薬剤部
石川　明子 箕面市立病院　薬剤部
藤田　美佐緒 箕面市立病院　外来
岩田　尚子 箕面市立病院　外来
中村　陽子 箕面市立病院　４階東病棟
林　純代 大阪市立大学医学部附属病院
井村　まゆみ 大阪市立大学医学部附属病院
岩見　明子 大阪市立大学医学部附属病院
上西　啓子 済生会千里病院
下村　祥子 大阪市立大学医学部附属病院
河端　志保 大阪市立大学医学部附属病院
植谷　未稀 育和会記念病院
亀岡　喬 育和会記念病院
岸本　知弓　 医療法人ガラシア会ガラシア病院
垣内　貴子 医療法人ガラシア会ガラシア病院
入江　朝子 大阪府立呼吸器ｱﾚﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ
横山　由梨子 市立池田病院
明石　美穂 福井総合クリニック
北川　妙子 福井総合クリニック
川崎　寛之 守口生野記念病院
高原　利和 彩都リハビリテーション病院
石原　美千子 大阪大学医学部附属病院
福田　百合子 医療法人松仁会　明徳病院
井出　望 大場内科病院
古川　篤史 大場内科病院
松本　恵子 大阪市立住吉市民病院
福西　示和子 大阪市立十三市民病院
久保田　かず子 大阪市立十三市民病院
西川　友美 大阪市立総合医療センター
吉田　佳代 大阪市立総合医療センター
佐藤　伸子 大阪市立総合医療センター
趙　菜菸美 大阪市立総合医療センター
松本　美由紀 大阪市立総合医療センター
小野林 由香里 にしだJクリニック
髙橋　秀子 春秋会　城山病院
牧浦　耕平 春秋会　城山病院
齋藤　三七子 高槻赤十字病院
鮒田　嗣子 大阪鉄道病院
竹下　左江子 大阪鉄道病院
辻　晴子 河﨑病院
佐々木　知子 河﨑病院
福元　さゆり 河﨑病院
上野　葉 和泉市立病院
賀原　忍 出水クリニック
齋藤　ゆかり 希望ヶ丘訪問看護ステーション
三宅　方子 希望ヶ丘訪問看護ステーション
吉本　訓子 岸和田徳洲会病院
土井　綾香 岸和田徳洲会病院
川﨑　美玲 市立岸和田市民病院
藤本　詩帆 市立岸和田市民病院

第５回泉州緩和ケア研修会

平成２５年２月９日、１０日
市立岸和田市民病院

箕面市立病院緩和ケア研修会

平成２５年１月１３日、１４日
箕面市立病院

大阪市立大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成２５年１月１７日、１８日
大阪市立大学医学部附属病院

大阪大学医学部附属病院緩和
ケア研修会

平成２５年１月１９日、20日
大阪大学

大阪市立総合医療センター緩
和ケア研修会

平成２５年１月２６日、２７日
大阪市立総合医療センター

大手前病院緩和ケア研修会

平成２４年１１月２３日、２４日
大手前病院



氏名 所属 受講研修

宮本　朋佳 生長会府中病院
富士谷　昌典 生長会府中病院
森　登志子 堺保健センター
渡邉　麻純 市立堺病院
入江　仁美 市立堺病院
越野　美紀 市立堺病院
三原　まり子 市立堺病院
津田　育久子 市立堺病院
柳澤　有子 市立堺病院
瓜田　知克 社会医療法人景岳会　南大阪病院 
長瀨　未恵 済生会吹田病院 
久保　健太郎 済生会吹田病院 
浅野　裕香 済生会吹田病院 
並田　美郷 済生会吹田病院 
上田　愛子 済生会吹田病院 
坪田　陽子 済生会吹田病院 
田中　さをり 済生会吹田病院 
藤田　智子 済生会吹田病院
中島　早苗 済生会吹田病院 
杉村　麻衣子 済生会吹田病院 
今井　美穂 済生会吹田病院 
山口　真帆 済生会吹田病院 
小川　万希子 有希クリニック
豊島　かおり 市立池田病院
多田　和博 市立池田病院
秦　亜紀美 医療法人協和会　千里中央病院
森本　かつ枝 医療法人ガラシア会　ガラシア病院
難波　晶子 医療法人ガラシア会　ガラシア病院
山口　和佳子 市立豊中病院
前地　保代 市立豊中病院
藤原　香代 市立豊中病院
西川　晃代 市立豊中病院
徳田　朝子 市立豊中病院
川原　令子 市立豊中病院
尾畑　幸 市立豊中病院
西浦　志保 市立豊中病院
平井　洋美 医療法人祥佑会　藤田胃腸科病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成２５年２月１０日、１１日
市立堺病院

第３回　大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

平成２５年２月１６日、１７日
大阪府済生会吹田病院

豊能２次医療圏・緩和ケア研修
会

平成２５年３月２日、３日
市立豊中病院
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