
敬称略

氏名 所属 受講研修

田中 義人 大阪府済生会泉尾病院
野村 正晃 大阪府済生会泉尾病院
吉井 將哲 大阪府済生会泉尾病院
堀越 幹人 大阪府済生会泉尾病院
堀越 まゆみ 関西医科大学附属滝井病院
村田 知康 関西医科大学附属枚方病院
上田 信三 大正病院
本庄 尚謙 ほんしょう内科クリニック
山口 拓也 耳原総合病院
外山 和隆 耳原総合病院
荒木 良守 良守クリニック
四十万谷 卓也 大阪府済生会泉尾病院
宮崎 貴子 大阪府済生会泉尾病院
大石 洋平 大阪府済生会泉尾病院
萩野 朋子 大阪府済生会泉尾病院
垣本 亮 大阪府済生会泉尾病院
山本 真 大阪府済生会泉尾病院
大山 覚照 市立池田病院
西尾 幸浩 大阪警察病院 産婦人科
岡本 欣晃 大阪警察病院 放射線治療科
石濱 孝二 大阪警察病院 歯科口腔外科
鈴木 陽三 大阪警察病院 外科
高 正浩 大阪警察病院 外科
木積 一浩 大阪警察病院 消化器内科
宮川 和晃 大阪大学大学院歯学部
硲野 孝治 耳原総合病院 外科
大磯 直毅 近畿大学医学部 皮膚科
桑山 真輝 八尾市立病院 血液内科
金本 巨哲 大阪市立総合医療センター 内分泌内科
小谷 芳 済生会千里病院 消化器内科
大杉 直人 済生会千里病院 消化器内科
石田 裕人 大阪府立成人病センター 呼吸器外科
梅田 桜子 大阪市立大学医学部附属病院 総合診療センター
丹家 佐和子 市立吹田市民病院 耳鼻咽喉科
中村 敬 淀川キリスト教病院・皮膚科
大守 誠 淀川キリスト教病院・形成外科
中澤 健一郎 拓海会 神経内科クリニック
矢田 憲孝 淀川キリスト教病院・救急科
田上 修司 淀川キリスト教病院・外科
岡田 あかね 淀川キリスト教病院・研修医
安藝 裕子 大阪大学医学部附属病院・麻酔科
谷野 祐介 谷野医院
山本 隆嗣 石切生喜病院・外科
大木 規義 愛仁会 千船病院
安田 立子 愛仁会 千船病院
松本 智成 大阪府結核予防会 大阪病院
前田 哲生 淀川キリスト教病院・外科
脇本 哲 大阪府立急性期・総合医療センター ・産婦人科
冨田 雅史 岸和田徳洲会病院
川村 光喜 淀川キリスト教病院・ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ部、麻酔科
榎本 小弓 大阪府済生会千里病院・産婦人科
武曽 博 大阪府済生会千里病院・産婦人科
滝川 千陽 大阪大学医学部附属病院・麻酔科
石井 一慶 関西医科大学附属滝井病院・血液腫瘍内科
松岡 里紗 淀川キリスト教病院・消化器内科
野口 千彰 淀川キリスト教病院・消化器内科
羽鳥 広隆 淀川キリスト教病院・消化器内科
谷本 憲彦 淀川キリスト教病院・腎臓内科
川西 陽子 大阪府立急性期・総合医療センター・産婦人科
松田 尚悟 大阪市立大学大学院医学研究科 放射線診断・IVR学/放射線腫瘍学
造酒 慶喬 大阪市立大学大学院医学研究科・放射線腫瘍学
藤井 佑介 大阪赤十字病院・外科
大平 奈緒 淀川キリスト教病院・循環器内科

緩和ケア研修会-PEACEプロ
ジェクト大阪2015

平成２７年５月１６日、１７日
淀川キリスト教病院

平成27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
※所属は研修会受講時の所属

第2回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

平成２７年４月２５日、２６日
大阪府済生会泉尾病院

大阪警察病院緩和ケア研修
会

平成２７年５月２日、３日
大阪警察病院院長
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淀井 景子 淀川キリスト教病院・循環器内科
野田 穂寿美 市立吹田市民病院・産婦人科
平川 恭子 淀川キリスト教病院・放射線診断科
石川 瑶子 淀川キリスト教病院・腫瘍内科
村上 英毅 淀川キリスト教病院・形成外科
橋本 清保 PL病院・内科
谷尾 吉郎 大阪府立急性期・総合医療センター
小松 弘明 泉大津市立病院
土田 忍 淀川キリスト教病院・外科
松永 隆志 淀川キリスト教病院
西田 拓司 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
中野 瑛理 淀川キリスト教病院・産婦人科
柴田 綾子 淀川キリスト教病院・産婦人科
李 東河 淀川キリスト教病院・外科
石井 正嗣 高槻赤十字病院
近藤 基之 近藤診療所
坂本 宗一郎 高槻赤十字病院
嶌岡 成佳 第一東和会病院
高野 義章 高槻赤十字病院
中村 仁信 彩都友紘会病院
西里 枝久子 西里医院
松村 大志郎 高槻赤十字病院
森川 陽一 高槻赤十字病院
熊澤 佑介 高槻赤十字病院
河合 弘幸 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
宇治 公美子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
西村 真唯 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
玉置 俊治 ささゆり内科クリニック
谷本 和紀 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
吉原 治正 市立貝塚病院
髙木 麻衣 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
松村 良弘 医療法人宝生会 PL病院
大久保 恵太 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
福井 寛也 北河内藤井病院
渡辺 千絵 渡辺病院
大野 耕一 石切生喜病院
西田 達 石切生喜病院
藤井 祥貴 石切生喜病院
横山 和弘 東大阪市立総合病院
宮口 衛 東大阪市立総合病院
熊野 穂高 東大阪市立総合病院
渥美 友佳子 東大阪市立総合病院
小林 正雄 東大阪市立総合病院
森下 淳 東大阪市立総合病院
渡邉 敦彦 東大阪市立総合病院
舟久保 岳央 東大阪市立総合病院
高山 碩俊 東大阪市立総合病院
松本 麻希 東大阪市立総合病院
花房 宏昭 東大阪市立総合病院
板倉 弘明 東大阪市立総合病院
速水 宏達 東大阪市立総合病院
虎谷 昌保 東大阪市立総合病院
松本 仁 東大阪市立総合病院
池 晃弘 大阪府立急性期 総合医療センター
伊藤 雄一 大阪医科大学附属病院 歯科口腔外科
内山 和久 大阪医科大学附属病院 一般・消化器外科
北田 和也 市立ひらかた病院 外科
木下 祐希 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
黒岩 敏彦 大阪医科大学附属病院
小西 浩允 大阪府立急性期 総合医療センター
佐浦 隆一 大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科
鈴木 重徳 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
田中 亮 藤田胃腸科病院
辻 博行 大阪医科大学附属病院  呼吸器内科
中村 恵理子 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
馬場 一郎 大阪医科大学附属病院 整形外科
林 道廣 大阪医科大学附属病院 一般・消化器外科
東野 正明 大阪医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成２７年５月２３日、２４日
高槻赤十字病院

りんくう緩和ケア研修会

平成２７年５月３０日、３１日
地方独立行政法人 りんくう

総合医療センター

平成27年度東大阪市立総合
病院緩和ケア研修会

平成２７年６月６日、７日
東大阪市立総合病院

三島医療圏緩和ケア研修会

平成２７年６月１３日、１４日
大阪医科大学附属病院
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氏名 所属 受講研修

兵田 暁 大阪医科大学附属病院 麻酔科
藤井 裕子 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
藤田 一彦 清恵会病院 内科
堀口 雄一 ほりぐちクリニック
上村 駿太 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
宮本 好晴 済生会吹田病院
石蔵 沙樹 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター 臨床研修室
兪 史夏 大阪医科大学附属病院 産婦人科
劉 昌恵 大阪医科大学附属病院 産婦人科
吉田 修平 大阪医科大学附属病院 呼吸器内科
中山 明 中山整形外科
土田 茂 土田クリニック
香山 仁志 香山医院
廣岡 紀文 多根総合病院
藤本 直己 多根総合病院
清水 将来 多根総合病院
金森 浩平 多根総合病院
中尾 栄祐 多根総合病院
竹下 宏太郎 多根総合病院
庄司 太一 多根総合病院
松永 隆 大阪府立成人病センター
矢野 雅彦 大阪府立成人病センター
石川 淳 大阪府立成人病センター
井上 貴子 大阪府立成人病センター
加藤 穣 大阪府立成人病センター
東内 雄亮 大阪府立成人病センター
中山 雅志 大阪府立成人病センター
田島 宏樹 大阪府立成人病センター
栗田 智之 大阪府立成人病センター
南野 太志 大阪府立成人病センター
岡 亨 大阪府立成人病センター
熊谷 融 大阪府立成人病センター
喜井 正士 大阪府立成人病センター
小野 峻 千船病院
岩田 康平 千船病院
名方 勇介 千船病院
大川 和良 大阪府立成人病センター
秋田 裕史 大阪府立成人病センター
長田 盛典 大阪府立成人病センター
三吉 範克 大阪府立成人病センター
福武 伸康 大阪府立成人病センター
松浦 成昭 大阪府立成人病センター
名和 誉敏 大阪府立成人病センター
久 毅 大阪府立成人病センター
新田 世衣子 千船病院
長田 多賀子 大阪警察病院
木村 敏啓 大阪府立成人病センター
駒谷 徹 京都大学医学部附属病院
藤井 尚子 大阪府立成人病センター
川村 正隆 急性期・総合医療センター
中野 剛佑 急性期・総合医療センター
春名 能通 急性期・総合医療センター
今中 和穗 急性期・総合医療センター
長谷川 徳子 急性期・総合医療センター
今井 俊裕 急性期・総合医療センター
山田 龍平 急性期・総合医療センター
大竹 一平 急性期・総合医療センター
桐生 萌 急性期・総合医療センター
山本 佳史 急性期・総合医療センター
清水 康太郎 急性期・総合医療センター
芦田 直毅 急性期・総合医療センター
藤川 昌和 急性期・総合医療センター
大森 謙一 急性期・総合医療センター
橋本 宏之 急性期・総合医療センター
藤本 憲太 急性期・総合医療センター
甲田 真由子 急性期・総合医療センター
沈  嬌 急性期・総合医療センター
本告 正明 急性期・総合医療センター

第３回多根総合病院緩和ケア
研修会

平成２７年６月２７日、２８日
多根総合病院

大阪府立成人病センター緩和
ケア研修会

平成２７年７月４日、５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２７年７月１１日、１２日
大阪府立急性期・総合医療セ
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氏名 所属 受講研修

宮﨑 進 急性期・総合医療センター
中塚 梨絵 急性期・総合医療センター
北川 彰洋 急性期・総合医療センター
渡邊 篤 急性期・総合医療センター
長束 佑太 急性期・総合医療センター
大村 夕美 急性期・総合医療センター
伊藤 風太 急性期・総合医療センター
作田 友香子 急性期・総合医療センター
三木 彩加 急性期・総合医療センター
長谷川 然 急性期・総合医療センター
西岡 舞 急性期・総合医療センター
涌井 菜央 急性期・総合医療センター
滋野 聡 急性期・総合医療センター
久保田 勝 急性期・総合医療センター
有馬 智之 近畿大学医学部附属病院
石川 一樹 近畿大学医学部附属病院
稲田 正浩 近畿大学医学部附属病院
岩田 吉生 近畿大学医学部附属病院
上嶋 一臣 近畿大学医学部附属病院
岡元 寿樹 近畿大学医学部附属病院
奥田 武司 近畿大学医学部附属病院
加藤 寛 近畿大学医学部附属病院
金澤 太顕 近畿大学医学部附属病院
北井 聡 近畿大学医学部附属病院
髙慶 承史 近畿大学医学部附属病院
小谷 泰史 近畿大学医学部附属病院
齋藤 花往里 近畿大学医学部附属病院
齋藤 允孝 近畿大学医学部附属病院
定金 秀爾 近畿大学医学部附属病院
澤井 利夫 近畿大学医学部附属病院
瀬角 裕一 近畿大学医学部附属病院
平 祐馬 近畿大学医学部附属病院
髙矢 寿光 近畿大学医学部附属病院
武田 卓 近畿大学医学部附属病院
武本 智樹 近畿大学医学部附属病院
建部 仁志 近畿大学医学部附属病院
田中 基英 近畿大学医学部附属病院
徳原 克治 関西医科大学滝井病院
冨田 大介 近畿大学医学部附属病院
中谷 和義 関西医科大学滝井病院
西野 安紀 近畿大学医学部附属病院
西村 恭昌 近畿大学医学部附属病院
萩原 智 近畿大学医学部附属病院
原谷 浩司 近畿大学医学部附属病院
肥田 仁一 近畿大学医学部附属病院
益海 大樹 近畿大学医学部附属病院
松本 逸平 近畿大学医学部附属病院
眞鍋 弘暢 近畿大学医学部附属病院
南 高文 近畿大学医学部附属病院
南 知宏 近畿大学医学部附属病院
森影 恵里 近畿大学医学部附属病院
寺西 暢仁 寺西クリニック
清水 俊雄 近畿大学医学部附属病院
東田 明博 東田クリニック
増永 慎一郎 京都大学原子炉実験所
森 章 北野病院
河路 光介 北野病院
山城 春華 北野病院
秋山 慎介 北野病院
松原 弘侑 北野病院
西川 典良 大阪府済生会中津病院
高橋 真也 大阪府済生会中津病院
土師 誠二 大阪府済生会中津病院
権 英寿 大阪府済生会中津病院
藤川 正隆 大阪府済生会中津病院
小山 晋太郎 大阪府済生会中津病院
北田 隆起 大阪府済生会中津病院
辻前 正弘 大阪府済生会中津病院

ンター

近畿大学緩和ケア研修会

平成２７年７月１８日、１９日
近畿大学医学部附属病院

大阪きた緩和ケア研修会

平成２７年７月２５日、２６日
大阪府済生会中津病院
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松本 慶 大阪府済生会中津病院
山本 果奈 大阪府済生会中津病院
青木 基彰 むつ総合病院(麻酔科) 中央手術部長
安達 慧 ＮＴＴ西日本大阪病院（臨床研修部）
緒方 篤 ＮＴＴ西日本大阪病院(内科） 副院長
河本 恵介 ＮＴＴ西日本大阪病院(内科) 医員
瀨川 良雄 ＮＴＴ西日本大阪病院(麻酔科) 医員
髙田 創 大阪警察病院(呼吸器内科) 医員
滝川 陽子 ＮＴＴ西日本大阪病院(歯科・口腔外科） 医員
塚部 昌美 ＮＴＴ西日本大阪病院(乳腺外科) 医員
野中 亮児 ＮＴＴ西日本大阪病院（消化器外科） 医員
橋本 久仁彦 ＮＴＴ西日本大阪病院(内分泌・代謝内科) 副院長
羽多野 隆治 大阪市立大学医学部附属病院(形成外科) 病院講師
細見 尚弘 ＮＴＴ西日本大阪病院(放射線科) 主任医長
山田 優二 ＮＴＴ西日本大阪病院(放射線治療科) 主任医長
吉田 均 大阪府立成人病センター(血液・化学療法科) 副部長
岡村 昌彦 大阪府済生会野江病院
河合 恵理 大阪府済生会野江病院
壷井 邦彦 大阪府済生会野江病院
川上 学 日本生命済生会付属日生病院
立花 功 日本生命済生会付属日生病院
田中 雄介 日本生命済生会付属日生病院
前田 哲生 大阪大学医学部附属病院
柏木 栄二 大阪府立急性期・総合医療センター
田中 伯 大阪府立急性期・総合医療センター
青木 淳 コープ大阪病院
兼松 明弘 兵庫医科大学
濱田 和孝 介護老人保健施設グリーンライフ
松原 健太 すみれ病院
肱岡 泰三 大阪南医療センター
岡山 順司 城東中央病院
藤 本  昂 近畿大学医学部附属病院
月本 翔太 近畿大学医学部附属病院
洪  鉉 寿 八尾徳洲会総合病院
植家 雄士 ＰＬ病院
竹村 昌彦 大阪府立急性期・総合医療センター
清水 一亘 聖授会 緑・在宅クリニック
西田 早希 大阪南医療センター
別府 祥平 大阪府立急性期・総合医療センター
松本 錦之介 大阪府立急性期・総合医療センター
藤 川  慧 大阪府立急性期・総合医療センター
岡本 充史 大阪南医療センター
住本 知子 大阪南医療センター
中谷 有貴 関西医科大学附属枚方病院 呼吸器腫瘍内科
髙岡 亮 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
若松 隆宏 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
森 茂生 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
首藤 由江 関西医科大学附属枚方病院 心療内科
島津 真理子 関西医科大学附属枚方病院 心療内科
高橋 雅也 関西医科大学附属枚方病院 小児科
鷲尾 隆太 関西医科大学附属枚方病院 小児科
松井 陽一 関西医科大学附属枚方病院 外科
松井 康輔 関西医科大学附属枚方病院 外科
稲田 涼 関西医科大学附属枚方病院 外科
村川 知弘 関西医科大学附属枚方病院 呼吸器外科
谷口 洋平 関西医科大学附属枚方病院 呼吸器外科
八木 正夫 関西医科大学附属枚方病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
髙田 真紗美 関西医科大学附属枚方病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
狩谷 秀治 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
黒川 弘晶 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
中谷 幸 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
上野 裕 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
吉村 智雄 関西医科大学附属枚方病院 産婦人科
髙橋 直子 関西医科大学附属枚方病院 産婦人科
太田 英梨 関西医科大学附属枚方病院 麻酔科
生田 明子 関西医科大学香里病院 婦人科
福井 勝也 関西医科大学香里病院 腎泌尿器外科
緒方 洪輔 関西医科大学 卒後臨床研修センター

ＮＴＴ西日本大阪病院緩和ケ
ア研修会

平成２７年８月１日、２日
ＮＴＴ西日本大阪病院

大阪府済生会野江病院 緩
和ケア研修会

平成２７年８月８日、９日
社会福祉法人恩賜財団大阪
府済生会野江病院

南河内二次医療圏・第７回 緩
和ケア研修会

平成２７年８月１５日、１６日
独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター

第７回 関西医科大学附属枚
方病院 緩和ケア研修会

平成２７年８月２９日、３０日
関西医科大学附属枚方病院
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野村 祐輝 関西医科大学 卒後臨床研修センター
山本 一帆 関西医科大学 卒後臨床研修センター
廣瀬 崇人 関西医科大学 卒後臨床研修センター
水谷 光 大阪労災病院
松浦 康司 大阪労災病院
山下 淳 大阪労災病院
三輪 秀明 大阪労災病院
亀田 千津 大阪労災病院
村津 有紗 大阪労災病院
丸川 大輝 大阪労災病院
須永 紘史 大阪労災病院
前川 まりこ 大阪労災病院
上野 裕也 大阪労災病院
澤田 恵里 大阪労災病院
密田 正喜仁 大阪労災病院
寺川 雄三 大阪市立大学大学院 医学研究科
石岡 哲明 橘会東住吉森本病院
原 武也 市立貝塚病院
今川 敦夫 ベルランド総合病院
豊田 翔 ベルランド総合病院
黄 彩実 ベルランド総合病院
竹内 恵里子 大阪府立急性期・総合医療センター
野村 奈央 大阪市大医学部附属病院
柴田 琴子 ベルランド総合病院
KIM ANDREW T ベルランド総合病院
北口 美輪 ベルランド総合病院
山口 一行 ベルランド総合病院
山田 貴之 ベルランド総合病院
大植雅之 大阪府立成人病センター
高畠弘幸 大阪大学
豊田新一郎 市立池田病院
半井絢子 市立吹田市民病院
新安弘佳 大阪府立急性期・総合医療センター
畑雅久 大阪府立急性期・総合医療センター
松林瑶 市立吹田市民病院
柳下知哉 済生会吹田病院
吉迫祐太 済生会吹田病院
南 亮太 大阪府立成人病センター
中本 博之 若草第一病院
竹中 裕昭 竹中医院
藤井 良憲 吉栄会病院
上田 貴史 大阪労災病院
岡本 麻知子 若草第一病院
青木 理紗 近畿大学医学部附属病院
坂口 高章 府立急性期総合医療センター
清水 誠治 大阪鉄道病院
上島 浩一 大阪鉄道病院
菅野 安喜 大阪鉄道病院
大西 正芳 大阪鉄道病院
道本 幸一 大阪鉄道病院
武村 学 大阪鉄道病院
松村 篤 大阪鉄道病院
畠山 知也 大阪鉄道病院
前田 隆義 大阪鉄道病院
三田 和弘 大阪鉄道病院
北風 宏明 住友病院 総合診療科
小林 優紀 住友病院 総合診療科
渡邉 亮太 住友病院 総合診療科
下原 悠一 住友病院 総合診療科
中村 孝彦 住友病院 総合診療科
東 佑香 住友病院 総合診療科
氏家 秀敏 住友病院 血液内科
大西 麻由 住友病院 血液内科
山田 晃 住友病院 消化器内科
池尻 義隆 住友病院 メンタルヘルス科
木下 春人 住友病院 外科
石原 沙江 住友病院 外科
庄田 裕紀子 住友病院 皮膚科

第５回住友病院緩和ケア研修
会

平成２７年１０月３日、４日
一般財団法人 住友病院

大阪労災病院緩和ケア研修
会

平成２７年９月５日、６日
大阪労災病院

第7回ベルランド総合病院・緩
和ケア研修会

平成２７年９月１２日、１３日
ベルランド総合病院

市立吹田市民病院緩和ケア
研修会

平成２７年９月１９日、２０日
市立吹田市民病院

大阪鉄道病院 緩和ケア研修
会

平成２７年９月２６日、２７日
大阪鉄道病院
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森 直樹 住友病院 泌尿器科
松下 慎 住友病院 泌尿器科
住谷 充弘 大阪市立総合医療センター 呼吸器内科
井岡 達也 大阪府立総合医療センター 膵癌センター
中内 千暁 日生病院 乳腺外科
吉田 佳世 樟葉病院 外科
首藤 太一 大阪市立大学医学部附属病院 総合診療センター
福井 弘幸 八尾市立病院 消化器内科
北田 洋子 大阪市立大学医学部附属病院研修医
薮本 仁美 八尾市立病院
日高 亮子 竹野クリニック
朴 英寿 打出病院
福田 健児 市立池田病院
中村 淳 大阪府立急性期・総合医療センター
谷 直樹 松下記念病院
杉本 里保 松下記念病院
清田 実希 松下記念病院
山田 展久 松下記念病院
提中 克幸 松下記念病院
木下 翔太 松下記念病院
丸居  誉 松下記念病院
浅川 卓也 松下記念病院
八代 敦子 松下記念病院
結城 真美 松下記念病院
米田 佑香 松下記念病院
石川 遼一 大阪赤十字病院
磯野 友美 大阪赤十字病院
井上 洋士 大阪赤十字病院
岩見 州一郎 大阪赤十字病院
大久保 和俊 大阪赤十字病院
大﨑 往夫 大阪赤十字病院
大野 耕一 大阪赤十字病院
大平 純一朗 大阪赤十字病院
小原 次郎 大阪赤十字病院
木村 達 大阪赤十字病院
小西 智沙都 大阪赤十字病院
島津 夢太 大阪赤十字病院
清水 拓也 大阪赤十字病院
住本 真一 大阪赤十字病院
田中 信三 大阪赤十字病院
内藤 浩 大阪赤十字病院
野村 亮介 大阪赤十字病院
堀池 正樹 大阪赤十字病院
光吉 貴哉 大阪赤十字病院
篠村 恭久 市立池田病院
今井 康陽 市立池田病院
井倉 技 市立池田病院
小来田 幸世 市立池田病院
林 裕次郎 市立池田病院
西川 麻以 市立池田病院
岩本 剛幸 市立池田病院
岡部 純弥 市立池田病院
酒井 優希 市立池田病院
岡田 健助 市立池田病院
大工 和馬 市立池田病院
和田 遼平 市立池田病院
櫻井 美帆子 市立池田病院
稲田 正己 市立豊中病院
上野 祐介 医療法人医誠会 医誠会病院
有川 綾子 医療法人尚生会 加茂病院
馬渡 秀徳 医療法人秀徳会まわたり内科
白 成栽 大阪大学医学部付属病院
中井 康友 大阪府立成人病センター
南 弘樹 社会医療法人愛仁会千船病院
宮垣 博道 済生会 千里病院
吉濱 直哉 市立池田病院
頭司 雄介 宝塚市立病院
服部 英喜 八尾市立病院

２０１５年度 松下記念病院 緩
和ケア研修会

平成２７年１０月３日、４日
松下記念病院

大阪赤十字病院緩和ケア研
修会

平成２７年１０月１０日、１１日
大阪赤十字病院

市立池田病院緩和ケア研修
会

平成２７年１０月１７日、１８日
市立池田病院

一般財団法人 住友病院
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宮澤 祐子 なにわ病院
稲垣 美恵子 千船病院
北 智之 千船病院附属千船腎臓・透析クリニック
荻巣 恭平 千船病院
梅谷 俊介 高槻病院
蓮間 英希 西淀病院
原 明子 千船病院
平林 彩 高槻病院
瀬尾 あかね 千船病院
森 麻奈加 大阪病院
寺西 立冴 大阪病院
山中 英治 若草第一病院
小林 理章 若草第一病院
白阪 琢磨 大阪医療センター
太田 行信 大阪府立成人病センター
増田 達郎 大阪府立急性期・総合医療センター
村田 剛士 大阪府立急性期・総合医療センター
西山 祐輝 大阪府立急性期・総合医療センター
原田 雅也 千船病院
広中 順也 千船病院
佐々木 洋 八尾市立病院
星田 四朗 八尾市立病院
兒玉 憲 八尾市立病院
濵口 裕弘 八尾市立病院
宮城 琢也 八尾市立病院
山田 嘉彦 八尾市立病院
横山 茂和 八尾市立病院
村尾 昌輝 八尾市立病院
中野 和俊 八尾市立病院
新子 祐介 八尾市立病院
岡本 正幸 八尾市立病院
木田 光則 八尾市立病院
山本 匠真 八尾市立病院
星野 宏光 市立貝塚病院
黒田 顕慈 市立柏原病院
稲葉 良彦 出水クリニック
増田 剛 大阪市立大学大学院医学研究科
田原 憲一 堺市立総合医療センター
三上 城太 堺市立総合医療センター
荻澤 良治 耳原歯科診療所
磯和 賢秀 堺市立総合医療センター
平木 洋子 堺市立総合医療センター
覺野 重毅 堺市立総合医療センター
増田 公美 日生病院
山田 悠一 堺市立総合医療センター
北山 一樹 ＪＣＨＯ大阪病院
樽見 隆雄 医療法人成和会 ほうせんか病院
楠田 武生 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
山口 隆志 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
椹木 一仁 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
髙橋 美緒 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
權 雅憲 関西医科大学附属枚方病院 外科
石崎 守彦 関西医科大学附属枚方病院 外科
吉田 崇 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
速水 悠太郎 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
中本 喬大 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
田口 真 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
澤田 俊輔 関西医科大学附属枚方病院 歯科口腔外科
鉢嶺 大作 関西医科大学附属滝井病院 消化器肝臓内科
池田 正俊 卒後臨床研修センター
寺本 芳樹 卒後臨床研修センター
緒方 治彦 卒後臨床研修センター
住山 房央 卒後臨床研修センター
長谷川 晋也 卒後臨床研修センター
丸山 拓士 卒後臨床研修センター
横江 巧也 卒後臨床研修センター
大口 善郎 大手前病院
三井 秀紀 大手前病院 

堺市立総合医療センター緩和
ケア研修会

平成２７年１１月７日、８日
地方独立行政法人堺市立病
院機構 堺市立総合医療セン

ター

第８回 関西医科大学附属枚
方病院 緩和ケア研修会

平成２７年１１月１４日、１５日
関西医科大学附属枚方病院

 千船病院緩和ケア研修会

 平成２７年１０月２４日、２５
日

 社会医療法人愛仁会 千船
病院

八尾市立病院緩和ケア研修
会

平成２７年１０月３１日、１１月
１日

八尾市立病院
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氏名 所属 受講研修

内田 欽也 大手前病院 
上ノ山 直人 大手前病院 
渡部 嘉文 大手前病院 
佐々木 優 大手前病院 
九野 貴華 大手前病院 
藤田 将司 大手前病院 
池尻 正樹 大手前病院 
舩橋 茉莉 大手前病院 
堀 武治 市立柏原病院 
大原 美幸 大手前病院 
青 雅一 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
阿藤 孝二郎 鳥取県立厚生病院
飯田 宏樹 岐阜大学医学部附属病院
石川 清 名古屋第二赤十字病院
海野 信也 北里大学病院/北里大学
大西 祥男 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川西市民病院
隠岐 尚吾 大阪赤十字病院
香川 惠造 市立福知山市民病院
金倉 讓 大阪大学医学部附属病院
亀山 雅男 ベルランド総合病院
北島 康雄 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
栗原 英見 広島大学病院・広島大学大学院医歯薬保健学研究院
高本 眞一 社会福祉法人 三井記念病院
瀧藤 伸英 大阪市立総合医療センター
竹田 慎一 黒部市民病院
竹山 宜典 近畿大学医学部附属病院
土井 修 第二岡本総合病院
土井 勝美 近畿大学医学部
野田 秀樹 滋賀県市立長浜病院
濱野 英明 信州大学医学部付属病院
東山 聖彦 大阪府立成人病センター
一二三 倫郎 熊本赤十字病院
福並 正剛 大阪府立急性期・総合医療センター
藤山 重俊 医療法人創起会 くまもと森都総合病院
堀 浩樹 三重大学大学院医学系研究科
村上 城子 和泉市立病院
毛利 博 藤枝市立総合病院
望月 吉郎 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
本山 覚 社会医療法人愛仁会千船病院
竹村 茂一 大阪市立大学医学部付属病院
若原 佑平 大阪府立急性期総合医療センター
浦岡 伸幸 医療法人藤井会 石切生喜病院
田中 英一 国立病院機構 大阪医療センター
田中 佑佳 国立病院機構 大阪医療センター
渋谷 博美 国立病院機構 大阪医療センター
中島 伸 国立病院機構 大阪医療センター
三田 英治 国立病院機構 大阪医療センター
岩崎 哲也 国立病院機構 大阪医療センター
田代 拓 国立病院機構 大阪医療センター
石原 朗雄 国立病院機構 大阪医療センター
植村 守 国立病院機構 大阪医療センター
沖田 典子 国立病院機構 大阪医療センター
小林 登 国立病院機構 大阪医療センター
新海 数馬 国立病院機構 大阪医療センター
小林 雄太 国立病院機構 大阪医療センター
山本 慧 国立病院機構 大阪医療センター
藤上 友輔 国立病院機構 大阪医療センター
井口 広義 大阪市立大学医学部付属病院
土細工 利夫 府中病院
木下 喜光 阪南市民病院
岩上 隆紀 阪南市民病院
石田 ゆみ 耳原総合病院
仲谷 達也 大阪市立大学医学部付属病院
出雲谷 剛 笹尾医院
橘 大介 大阪市立大学医学部附属病院
柳井 咲花 大阪市立大学医学部附属病院
林 雅美 大阪市立大学医学部附属病院
島田 久生 大阪市立大学医学部附属病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成２７年１１月１４日、１５日
国家公務員共済組合連合会

大手前病院

がん診療連携拠点病院長等
幹部対象緩和ケア研修会

平成２７年１１月２１日、２２日
特定非営利活動法人 日本

緩和医療学会

大阪医療センター緩和ケア研
修会

平成２７年１１月２８日、２９日
国立病院機構 大阪医療セン

ター

第5回府中病院・緩和ケア研
修会

平成２８年１月９日、１０日
府中病院

第４回多根総合病院緩和ケア
研修会
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氏名 所属 受講研修

篠原 雅岳 大阪暁明館病院
奥山 正嗣 市立柏原病院
岡田 章良 若草第一病院
原田 翔平 若草第一病院
加納 由貴 多根総合病院
橋本 斯盧恵 多根総合病院
藤原 奨 多根総合病院
渡部 健二 大阪大学医学部附属病院
長友 泉 大阪大学医学部附属病院
草壁 信輔 大阪大学医学部附属病院
木田 博 大阪大学医学部附属病院
花本 敦 大阪大学医学部附属病院
藤田 二郎 大阪大学医学部附属病院
新谷 康 大阪大学医学部附属病院
中本 敬 大阪大学医学部附属病院
塚本 泰正 大阪大学医学部附属病院
田口 裕紀子 大阪大学医学部附属病院
阿部 瑞穂 大阪大学医学部附属病院
蒋 妍 大阪大学医学部附属病院
小泉 雅彦 大阪大学医学部附属病院
吉岡 靖生 大阪大学医学部附属病院
川嶋 篤 大阪大学医学部附属病院
椎名 秀樹 大阪大学医学部附属病院
繁田 直哉 大阪大学医学部附属病院
井上 彬 大阪大学医学部附属病院
上村 英四郎 大阪大学医学部附属病院
大谷 直矢 大阪大学医学部附属病院
大髙 弘毅 大阪大学医学部附属病院
岡内 紀子 大阪大学医学部附属病院
小黒 英里 大阪大学医学部附属病院
栗谷 佳宏 大阪大学医学部附属病院
幸伏 寛和 大阪大学医学部附属病院
酒井 保奈 大阪大学医学部附属病院
島 盛雅 大阪大学医学部附属病院
髙田 真実 大阪大学医学部附属病院
竹村 和哉 大阪大学医学部附属病院
陳 エニー 大阪大学医学部附属病院
中村 亮介 大阪大学医学部附属病院
樋口 せいか 大阪大学医学部附属病院
藤岡 澄司 大阪大学医学部附属病院
藤本 幸太 大阪大学医学部附属病院
本山 雄一 大阪大学医学部附属病院
山田 知絵子 大阪大学医学部附属病院
三浦 あづさ 市立豊中病院
矢野 喜寛 市立豊中病院
古川 貢 大阪府済生会千里病院
鈴木 真優美 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院
島本 晃一 ＪＣＨＯ大阪病院
谷 恵利子 大阪府立呼吸器アレルギー医療センター
藪 愛紗美 堺市立総合医療センター
羽室 明洋 大阪市立大学医学部 産科婦人科学教室
江口 盛一郎 東京女子医科大学脳神経外科
細井 文子 堺市立総合医療センター
劉 彦伯 堺市立総合医療センター
西川 聖良 堺市立総合医療センター
木田 久美子 堺市立総合医療センター
福屋 章悟 大阪大学医学部附属病院
西川 貴史 堺市立総合医療センター
市場 雄大 堺市立総合医療センター
井上 稔也 堺市立総合医療センター
小西 正剛 堺市立総合医療センター
岡﨑 太郎 大阪府済生会吹田病院 外科 医師
大浦 康宏 大阪府済生会吹田病院 外科 医師
谷 賢一 大阪府済生会吹田病院 臨床研修医
田中 優 大阪府済生会吹田病院 臨床研修医
杉本 亮 大阪府済生会吹田病院 臨床研修医
髙田 真梨子 大阪府済生会吹田病院 臨床研修医
黒川 正夫 大阪府済生会吹田病院 院長

研修会

平成２８年１月１６日、１７日
多根総合病院

大阪大学医学部附属病院緩
和ケア研修会

平成２８年１月２３日、２４日
大阪大学医学部附属病院

堺市立総合医療センター緩和
ケア研修会

平成２８年１月３０日、３１日
地方独立行政法人堺市立病
院機構 堺市立総合医療セン

ター

第6回 大阪府済生会吹田病
院緩和ケア研修会
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氏名 所属 受講研修

水本 綾 東大阪市立総合病院 腎臓内科 医師
武本 憲彦 大阪大学 耳鼻科 医師
妙中 浩紀 大阪大学医学部附属病院 麻酔科 医師
松本 充弘 大阪市立豊中病院 麻酔科 医師
清水 俊宏 大阪市立豊中病院 臨床研修医
吉岡 亮 大阪市立豊中病院 臨床研修医
三木 晶森 北野病院 臨床研修医
飯田 剛 大阪医科大学附属病院 整形外科学
石尾 純一 大阪医科大学附属病院 麻酔科学
磯村 恵美子 大阪大学医学部附属病院 歯科治療室
市橋 淳 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター臨床研修室
市橋 良夫 大阪医科大学附属病院 胸部外科学
井元 章 大阪医科大学附属病院 内科学Ⅱ
上杉 康夫 大阪医科大学附属病院 放射線医学
植田 直樹 北摂総合病院 整形外科
植野 高章 大阪医科大学附属病院 口腔外科学
尾本 遥 大阪医科大学附属病院 麻酔科学
門野 紀子 大阪医科大学附属病院 集中治療部
河合 英 大阪医科大学附属病院 一般・消化器外科学
川口 真平 大阪医科大学附属病院 消化器内科
城戸 晴規 大阪医科大学附属病院 麻酔科学
木村 吉宏 大阪医科大学附属病院 口腔外科学
齋藤 賢吉 大阪医科大学附属病院 腎泌尿器外科
佐藤 澄 大阪医科大学附属病院 胸部外科学
島本 福太郎 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター臨床研修室
諏訪 吉史 大阪医科大学附属病院 口腔外科学
高橋 優子 市立ひらかた病院 乳腺・内分泌外科
田代 圭太郎 大阪医科大学附属病院 一般・消化器外科学
田中 哲二 サンタマリア病院 
田中 泰吉 大阪医科大学附属病院 消化器内科
西原 功 北摂総合病院 麻酔科
原 あずさ 大阪医科大学附属病院 内科学Ⅱ
樋口 和秀 大阪医科大学附属病院 内科学Ⅱ
南 敏明 大阪医科大学附属病院 麻酔科学
三原 良介 大阪医科大学附属病院 集中治療部
宮武 伸一 大阪医科大学附属病院 がんセンター
森本 貴子 大阪医科大学附属病院 医療総合研修センター臨床研修室
山本 和宏 大阪医科大学附属病院 放射線医学
吉川 信彦 大阪医科大学附属病院 放射線医学
吉田 謙 大阪医科大学附属病院 放射線医学
李 相雄 大阪医科大学附属病院 一般・消化器外科学
河邉 讓治 大阪市立大学医学部附属病院 核医学科
藤川 淳一 大阪市立大学医学部附属病院 消化器内科
灘谷 祐二 大阪市立大学医学部附属病院 消化器内科
髙見 俊宏 大阪市立大学医学部附属病院 脳神経外科
前田 清 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
小野田 尚佳 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
六車 一哉 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
久保 尚士 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
八代 正和 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
德本 真央 大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科
山本 秀文 大阪市立大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科
髙野 さくらこ 大阪市立大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科
焦 光裕 大阪市立大学医学部附属病院 肝胆膵内科
小田桐 直志 大阪市立大学医学部附属病院 肝胆膵内科
松岡 潤子 大阪市立大学医学部附属病院 皮膚科
古川 博基 大阪市立大学医学部附属病院 皮膚科
玉田 聡 大阪市立大学医学部附属病院 泌尿器科
鞍作 克之 大阪市立大学医学部附属病院 泌尿器科
山﨑 健史 大阪市立大学医学部附属病院 泌尿器科
水口 真二郎 大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器外科
戸田 道仁 大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器外科
原 幹太朗 大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器外科
山本 典雄 大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器内科
山田 一宏 大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器内科
山内 真 大阪市立大学医学部附属病院 産婦人科
前川 直輝 大阪市立総合医療センター 皮膚科
田中 綾子 東大阪市立総合病院

平成２８年２月６日、７日
大阪府済生会吹田病院

大阪医科大学附属病院 緩和
ケア研修会

平成２８年２月１３日、１４日
大阪医科大学附属病院

大阪市立大学医学部附属病
院 緩和ケア研修会

平成２８年２月２５日、２６日
大阪市立大学医学部附属病

院
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氏名 所属 受講研修

古山 将康 大阪市立大学大学院医学研究科
中澤 光博 大阪大学歯学部病院
中 紀文 大阪大学 
曽我 文久 箕面市立病院
後藤 晃 箕面市立病院
新田 洋介 箕面市立病院
籠田 芳夫 箕面市立病院
高尾 聡 箕面市立病院
田所 誠司 市立豊中病院
河村 俊邦 市立豊中病院
池田 夏子 市立豊中病院
岡内 幸義 市立豊中病院
出口 有近 市立豊中病院
大竹 由利子 市立豊中病院
栁生 剛 市立豊中病院
冨丸 慶人 市立豊中病院
野口 夏衣 市立豊中病院
茶山 公祐 市立豊中病院
松田 百代 市立豊中病院
橋本 泰佑 市立豊中病院
行岡 慶介 市立豊中病院
髙橋 佳世子 市立豊中病院
田中 会秀 市立豊中病院
大井 智香子 市立豊中病院
青木 正之 市立豊中病院
竹原 創平 市立豊中病院
合田 敏章 市立豊中病院
鶴長 香南子 市立豊中病院
朴 聖愛 市立豊中病院
吉原 輝一 市立豊中病院
竹之下 優 市立豊中病院
藍原 千栄 市立豊中病院
尾上 泰祐 市立豊中病院
島 孝典 市立豊中病院
中島 伶奈 市立豊中病院
野口 真由子 市立豊中病院
樋垣 優 市立豊中病院
藤本 直斗 市立豊中病院
岡本 敦子 大阪市立大学医学部附属病院
亀井 朝廣 (医)亀井会 亀井病院
正木 浩喜 (医)恵泉会 堺温心会病院
濱中 雄幸 (医)悠和会 浜中医院
奥田 和久 阪和いずみ病院
竹村 亮 大阪府立母子保健総合医療センター
中道 登 中道クリニック
小嶋 融一 大阪医科大学付属病院
金井 良高 市立岸和田市民病院
齋藤 至 市立岸和田市民病院
萩野 惠三 (独)りんくう総合医療センター
柳生 圭士郎 市立岸和田市民病院
嶋 麻那 市立岸和田市民病院
河内 寛明 市立岸和田市民病院
増尾 彰彦 市立岸和田市民病院
西岡 祐希 市立岸和田市民病院
橋本 晃明 市立岸和田市民病院
濱川 正光 堺市立総合医療センター
小縣 一興 東佐野病院
赤堀 元樹 市立岸和田市民病院
江村 拓人 国立病院機構 大阪南医療センター
尾形 侑香 大阪大学医学部附属病院
横井 崇 関西医科大学附属枚方病院 血液呼吸器膠原病感染症内科
木畑 佳代子 関西医科大学附属枚方病院 血液呼吸器膠原病感染症内科
吉村 英晃 関西医科大学附属枚方病院 血液呼吸器膠原病感染症内科
堀田 雅章 関西医科大学附属枚方病院 血液呼吸器膠原病感染症内科
田橋 賢也 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
島谷 昌明 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
深田 憲将 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
富山 尚 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科

豊能二次医療圏・緩和ケア研
修会

平成２８年２月２７日、２８日
市立豊中病院

第８回泉州緩和ケア研修会

平成２８年３月５日、６日
市立岸和田市民病院
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氏名 所属 受講研修

岡崎 敬 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
青野 祐樹 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
笠井 健史 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
松井 芙美 関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科
奥川 学 関西医科大学附属枚方病院 精神神経科
山岸 満 関西医科大学附属枚方病院 小児科
廣岡 智 関西医科大学附属枚方病院 外科
大石 賢玄 関西医科大学附属枚方病院 外科
山木 壮 関西医科大学附属枚方病院 外科
岩田 亮一 関西医科大学附属枚方病院 脳神経外科
李 一 関西医科大学附属枚方病院 脳神経外科
木下 秀文 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
三島 崇生 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
吉田 健志 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
松崎 和炯 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科
兒島 由佳 関西医科大学附属枚方病院 歯科口腔外科
谷川 昇 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
吉田 麻美 関西医科大学附属枚方病院 放射線科
相澤 利奈 卒後臨床研修センター
高島 綾那 卒後臨床研修センター
中田 瑞季 卒後臨床研修センター
舩槻 紀也 卒後臨床研修センター
宮田 真友子 卒後臨床研修センター
吉田 知紘 卒後臨床研修センター
竹安 優貴 卒後臨床研修センター
小泉 冬木 大阪市立総合医療センター
三藤 賢志 大阪市立総合医療センター
中岡 達雄 大阪市立総合医療センター
上原 秀一郎 大阪市立総合医療センター
伴 祥高 大阪市立総合医療センター
石井 啓一 大阪市立総合医療センター
小田 裕 大阪市立総合医療センター
髙濱 誠 大阪市立総合医療センター
少路 誠一 大阪市立総合医療センター
西原 千香子 大阪市立総合医療センター
角谷 勇磨 大阪市立総合医療センター
日月 亜紀子 大阪市立総合医療センター
山村 匡史 大阪市立総合医療センター
田嶋 哲三 大阪市立総合医療センター
井上 英俊 大阪市立総合医療センター
古塚 大介 大阪市立総合医療センター
中濵 賢治 大阪市立総合医療センター
山上 啓子 大阪市立総合医療センター
井手本 尚子 大阪市立総合医療センター
山本 圭以 大阪市立総合医療センター
山根 孝久 大阪市立総合医療センター
田中 成和 大阪市立総合医療センター
大西 洋平 大阪市立総合医療センター
渡部 智加 大阪市立総合医療センター
中尾 隆文 大阪市立総合医療センター
堤 美菜子 大阪市立総合医療センター
浅井 利大 大阪市立総合医療センター
引地 克仁 大阪市立総合医療センター
松田 彩起子 大阪歯科大学
政近 博 政近診療所
石田 崇彦 石田産婦人科
杉中 美穂 淀川キリスト教病院
保田 紀子 大阪府済生会中津病院
奥町 恭代 大阪府済生会中津病院
呉家 由子 大阪市立大学医学部附属病院
久野 育美 大阪市立大学医学部附属病院
寺川 和彦 育和会記念病院
山下 三千恵 市立池田病院
來間 愛里 耳原総合病院
加藤 恒 大阪大学医学部附属病院
横田 貴史 大阪大学医学部附属病院
冨松 拓治 大阪大学医学部附属病院
重里 昌子 公益財団法人 日本生命済生会付属 日生病院

大阪市立総合医療センター緩
和ケア研修会

平成２８年３月１９日、２０日
大阪市立総合医療センター

第９回 関西医科大学附属枚
方病院 緩和ケア研修会

平成２８年３月１９日、２０日
関西医科大学附属枚方病院
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氏名 所属 受講研修

佐藤 悠 JCHO大阪病院
山本 奈穂 JCHO大阪病院
丸山 憲太郎 医療法人 彩樹 守口敬任会病院
河野 学 大阪市立十三市民病院
山口 誓子 大阪市立十三市民病院
貝崎 亮二 大阪市立十三市民病院
真名子 英理 箕面市立病院 形成外科
大島 遥 箕面市立病院 形成外科
小室 竜太郎 箕面市立病院 内科
大野 城太郎 箕面市立病院 総合診療科
益原 健太 箕面市立病院 整形外科
山本 悠司 箕面市立病院 医務局
村上 あずさ 箕面市立病院 医務局
東 祐喜子 箕面市立病院 医務局
熊崎 秀祐 箕面市立病院 医務局
矢田 知大 箕面市立病院 医務局
綿谷 朋大 市立豊中病院
寺田 栄作 市立豊中病院
太田 光重 医療法人太田クリニック
岩永 佳久 阪南市民病院
阪倉 民浩 市立柏原病院
内山 祐佳 関西医科大学
江副 幸子 大阪大学医学部附属病院
平松 政高 ＮＴＴ西日本大阪病院
西村 明紘 岸和田徳洲会病院
植田 康敬 大阪大学医学部付属病院
星野 直子 東豊中渡辺病院
戸田 有朱香 大阪大学医学部付属病院
木村 享 大阪大学医学部付属病院
舟木 壮一郎 大阪大学医学部付属病院
市川 利洋 医療法人 市川クリニック
梅田 聡 大阪大学大学院 医学系研究科小児成育外科
勝野 貴之 泉大津市立病院 内科
加藤 良成 市立貝塚病院 泌尿器科
川西 勝 大阪市立大学医学部 産婦人科学教室
清水 洋 泉大津市立病院 放射線科
中西 直之 泉大津市立病院 小児科
堀之内 英雄 ホームケアクリニック堺
宮下 律子 泉大津市立病院 小児科
和田 卓磨 泉大津市立病院 産婦人科

箕面市立病院緩和ケア研修
会

平成２８年３月２０日、２１日
箕面市立病院

第２回泉大津市立病院緩和
ケア研修会

平成２８年３月２６日、２７日
泉大津市立病院
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敬称略

氏名 所属 受講研修

向井 和子 大阪府済生会泉尾病院
竹田 由依子 大阪府済生会泉尾病院
後藤田 弘恵 大阪府済生会泉尾病院
渡邊 豊美 大阪府済生会泉尾病院
中村 仁美 クローバークリニック
加集 明美 大正病院
高野 恵子 大正病院
岸上 由美 大阪警察病院
金沢 佳代 大阪警察病院 歯科口腔外科
江口 栄里 大阪警察病院 歯科口腔外科
高原 笑梨子 スギ訪問看護ステーション林寺
梁 倫己 パリエ訪問看護ステーション
岩尾 利恵 高槻赤十字病院
上岡 洋一 第一東和会病院
岡 郁乃 高槻赤十字病院
河野 美和子 第一東和会病院
澤田 亜利香 チョンクリニック
杣木 真樹子 高槻赤十字病院
高木 明子 吹田徳洲会病院
竹村 久仁子 済生会千里病院
仲 愛 しんあい病院
松木 美紀子 大阪医科大学附属病院
森田 美穂 宮本診療所
森高 翠 藍野病院
山本 里佳 藤田胃腸科病院
吉田 有美子 大阪鉄道病院
藤原 春菜 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
伊藤 桃子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
太田 晶子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
三浦 典子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
長嶋 祐子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
川上 紀子 大阪市立大学医学部附属病院
葛井 和子 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
松宮 未奈 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
趙 玉蓮 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
平岡 有紀 医療法人英会中谷病院
中西 聡美 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
森 沙苗 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
岡部 真弓 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
岸本 節子 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
津野 光昭 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
阪上 優子 市立貝塚病院
藤本 忠寛 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
田中 美幸 ケアーズ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ八尾南
田縁 得津子 恵生会病院
大井 愛美 松尾クリニック
近藤 裕志 東大阪市立総合病院
岩井 由佳 東大阪市立総合病院
佐野 恵理華 東大阪市立総合病院
太田 瑞穂 東大阪市立総合病院
川﨑 美紀子 東大阪市立総合病院
松尾 正美 東大阪市立総合病院
多和田 めぐみ 東大阪市立総合病院
東野 理美 東大阪市立総合病院
田井 佳子 多根総合病院
久保 綾乃 多根総合病院
立花 優樹 多根総合病院
結田 志保 多根総合病院
野口 佳子 多根総合病院
大杉 歩 多根総合病院

高木 良子 市立貝塚病院

大阪府立成人病センター緩和ケ
ア研修会

平成２７年７月４日、５日
大阪府立成人病センター

※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
※所属は研修会受講時の所属

平成27年度大阪府内緩和ケア研修会修了者一覧（コメディカル）

第2回大阪府済生会泉尾病院緩
和ケア研修会

平成２７年４月２５日、２６日
大阪府済生会泉尾病院

大阪警察病院緩和ケア研修会

平成２７年５月２日、３日
大阪警察病院院長

平成27年度東大阪市立総合病
院緩和ケア研修会

平成２７年６月６日、７日
東大阪市立総合病院

第３回多根総合病院緩和ケア研
修会

平成２７年６月２７日、２８日
多根総合病院

高槻赤十字病院緩和ケア研修
会

平成２７年５月２３日、２４日
高槻赤十字病院

りんくう緩和ケア研修会

平成２７年５月３０日、３１日
地方独立行政法人 りんくう総合

医療センター
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氏名 所属 受講研修

山根 泰子 急性期・総合医療センター

松本 文子 ささゆり内科クリニック

大城 美希 大阪警察病院

杢尾 豊 北野病院

長岡 裕二 大阪府済生会中津病院

井上 瞳 大阪府済生会中津病院

池内 千代 ＮＴＴ西日本大阪病院（看護師）
金 成美 ＮＴＴ西日本大阪病院（看護師）
芝 恵子 済生会泉尾病院 外来看護師
出口 としこ ＮＴＴ西日本大阪病院（看護師)
松山 恵子 ＮＴＴ西日本大阪病院(看護師）
物部 哲也 ＮＴＴ西日本大阪病院(リハビリテーション科) 主任
上野 理恵 大阪府済生会野江病院
開田 千晶 本田病院
司馬 有紀 社会医療法人盛和会訪問看護ステーションカルミア
平野 亜未 東大阪病院
藤田 千恵 ボバース記念病院
森 文子 東大阪病院
江田 賢一 関西医科大学附属滝井病院
森野 奈穂子 市立貝塚病院
田 中  亮 大阪南医療センター
中山 みゆき ゲートタワーＩＧＴクリニック
姜  知 香 近畿大学医学部堺病院
竹 井  優 近畿大学医学部堺病院
杉村 雅子 近畿大学医学部堺病院
長 田  茜 大阪南医療センター
竹田 由季 天仁病院
石原 智子 天仁病院
井出 千晴 大阪南医療センター
川上 智久 大阪南医療センター
田中 千奈津 天仁病院
渡邉 啓子 天仁病院
田 中  有 大阪南医療センター
田澤 真由美 樫本病院
吉田 なつみ 府中病院
岸脇 由衣 府中病院
河 野  恵 阪和第二泉北病院
野村 はるか 大阪労災病院
岡山 裕美 大阪労災病院
島田 妃加里 大阪労災病院
平林 里枝 大阪労災病院
浜野 淳子 大阪労災病院
深海 広平 大阪労災病院
山下 剛史郎 大阪労災病院
藤田 將嗣 大阪労災病院
衛藤 広士 大阪鉄道病院
内本 英樹 ウェルシア薬局 堺大庭寺2号店
上田 洋佑 ウェルシア薬局 堺大庭寺2号店
吹田 正哉 ウェルシア薬局 堺上野芝店
加藤 ふじ ウェルシア薬局 深井駅前店
松井 理恵 社会医療法人ペガサス馬場記念病院
阪口 智香 東住吉森本病院
吉岡 聡子 社会医療法人景岳会南大阪病院
朽木 悦子 社会医療法人景岳会南大阪病院
苗代 啓子 社会医療法人景岳会南大阪病院
須田 洋子 和泉市立病院
和田 富士美 和泉市立病院
岸田 美香 和泉市立病院
夏井 エリ子 耳原訪問看護ステーション鳳
久田 真理子 耳原鳳クリニック
田中 真弓 ベルランド総合病院

大阪府立急性期・総合医療セン
ター緩和ケア研修会

平成２７年７月１１日、１２日
大阪府立急性期・総合医療セン

ター

大阪きた緩和ケア研修会

平成２７年７月２５日、２６日
大阪府済生会中津病院

ＮＴＴ西日本大阪病院緩和ケア
研修会

平成２７年８月１日、２日
ＮＴＴ西日本大阪病院

大阪府済生会野江病院 緩和ケ
ア研修会

平成２７年８月８日、９日
社会福祉法人恩賜財団大阪府

済生会野江病院

南河内二次医療圏・第７回 緩和
ケア研修会

平成２７年８月１５日、１６日
独立行政法人国立病院機構大

阪南医療センター

大阪労災病院緩和ケア研修会

平成２７年９月５日、６日
大阪労災病院

第7回ベルランド総合病院・緩和
ケア研修会

平成２７年９月１２日、１３日
ベルランド総合病院
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北村 希 ベルランド総合病院
中島 美香 ベルランド総合病院
岩上 浩二 ベルランド総合病院
寺田 翔子 ベルランド総合病院

木矢歳己 市立吹田市民病院

佃美帆 はせクリニック

花房謙一 市立吹田市民病院

藏垣 信子 訪問看護ステーションありく

志垣 裕子 大阪鉄道病院

難波 みちる 大阪鉄道病院

江川 奈美 南大阪病院
中川 尚 東大阪病院
坂口 奈穂 東大阪病院
松浦 千陽 松下記念病院
芳本 佑貴 松下記念病院
宮川 智帆 松下記念病院
奥村 忍 松下記念病院
清水 理恵 松下記念病院
井出 友美 松下記念病院
西條 由紀子 市立池田病院
吉野 葵 市立池田病院
山本 由枝 医療法人晋真会ベリタス病院
此枝 修一 ウエルシア薬局池田城南店
今田 好美 医療法人晋真会べリタス病院
上杉 莉那 ウエルシア薬局池田城南店
菱田 文 原クリニック
小柳 貴 松本クリニック
伊藤 順子 貴島中央病院
濱村 恵子 大阪府立成人病センター
戎 美幸 八尾はぁとふる病院
奥村 ひろ子 訪問看護ステーションここいろ
赤埴 広美 八尾徳洲会総合病院
濱田 飛鳥 東大阪生協病院
阿部 明日美 阪本医院
黒江 みつ 八尾市立病院
中矢 公美 八尾市立病院

松川 訓久 堺市立総合医療センター

堺市立総合医療センター緩和ケ
ア研修会

平成２７年１１月７日、８日
地方独立行政法人堺市立病院
機構 堺市立総合医療センター

久米 郁代 大手前病院
土谷 裕貴 大手前病院
土居 茜 大手前病院
玉村 卓也 大手前病院
武内 香利 泉大津市立病院
室井 祐加 coconara巽クリニック
戸口 真由子 coconara巽クリニック
瀨戸口 国恵 けやき会 やぎクリニック
黒田 和子 風早会 外科野崎病院 
伊勢 佳奈江 東大阪病院
宮田 綾佳 日生病院
南 美穂 和泉市立病院
寅本 亜希子 和泉市立病院
東川 明子 阪南市民病院
内谷 美穂 阪南市民病院
津塩 昌子 ふちゅう訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
冨山 洋子 多根総合病院
大島 順子 多根総合病院
福田 真実子 多根総合病院
藤井 望 多根総合病院
保枝 菜月 多根総合病院
中村 泉美 多根総合病院
能美 麻衣子 多根総合病院

２０１５年度 松下記念病院 緩和
ケア研修会

平成２７年１０月３日、４日
松下記念病院

市立池田病院緩和ケア研修会

平成２７年１０月１７日、１８日
市立池田病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

平成２７年１０月３１日、１１月１
日

八尾市立病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成２７年１１月１４日、１５日
国家公務員共済組合連合会大

手前病院

市立吹田市民病院緩和ケア研
修会

平成２７年９月１９日、２０日
市立吹田市民病院

大阪鉄道病院 緩和ケア研修会

平成２７年９月２６日、２７日
大阪鉄道病院

第5回府中病院・緩和ケア研修
会

平成２８年１月９日、１０日
府中病院

第４回多根総合病院緩和ケア研
修会

平成２８年１月１６日、１７日
多根総合病院
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橋本 祐子 阪和第二泉北病院

志賀 桂子 近畿大学医学部附属病院

森本 佳織 近畿大学医学部附属病院

村木 重子 耳原総合病院

山西 久美 耳原総合病院

佐藤 美幸 大阪府済生会吹田病院 看護師
大塚 有美 大阪府済生会吹田病院 看護師
川畑 嘉恵 大阪府済生会吹田病院 看護師
山本 志帆 大阪府済生会吹田病院 看護師
田仁 裕子 大阪府済生会吹田病院 看護師
栢森 啓太 大阪府済生会吹田病院 看護師
小谷 英子 大阪府済生会吹田病院 看護師
宇﨑 節子 みどり往診クリニック 看護師
松田 史織 大阪府済生会吹田病院 管理栄養士
島田 朋奈 市立豊中病院
阿久澤 美和 市立豊中病院
髙橋 由加利 市立豊中病院
村田 充弘 市立豊中病院
金本 聡美 (医)徳州会 岸和田徳州会病院
南 幸子 (医)盈進会 岸和田盈進会病院
上野 敦子 (医)八千代会 ホームケアクリニック堺
髙畠 麻由美 (独)りんくう総合医療センター
末松 那実子 近畿中央胸部疾患センター
雑賀 美和 (医)龍志会ゲートタワーIGTクリニック
中西 恵美 (医)にしだJクリニック
川崎 倫子 市立岸和田市民病院
髙延 さつき 訪問看護ステーション・ハル
奥谷 剛 箕面市立病院 リハビリテーションセンター
向居 亜希 箕面市立病院 ５階東病棟
向井 すなえ 箕面市立病院 ４階西病棟
小林 容子 箕面市立病院 ４階西病棟
日高 久美 箕面市立病院 地域医療室
原田 靖基 箕面市立病院 薬剤部
森本 智 箕面市立病院 薬剤部
岡本 洋一 社会医療法人 美杉会 佐藤病院
長久 恵子 社会医療法人 美杉会 佐藤病院
小林 美津子 近畿中央胸部疾患センター
佐々田 友紀子 泉大津市立病院
武内 博子 泉大津市立病院
藤岡 加織 泉大津市立病院
藤原 美幸 泉大津市立病院
村上 陽子 泉大津市立病院
山本 紗矢香 泉大津市立病院

第８回泉州緩和ケア研修会

平成２８年３月５日、６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２８年３月２０日、２１日
箕面市立病院

第２回泉大津市立病院緩和ケア
研修会

平成２８年３月２６日、２７日
泉大津市立病院

堺市立総合医療センター緩和ケ
ア研修会

平成２８年１月３０日、３１日
地方独立行政法人堺市立病院
機構 堺市立総合医療センター

第6回 大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

平成２８年２月６日、７日
大阪府済生会吹田病院

豊能二次医療圏・緩和ケア研修
会

平成２８年２月２７日、２８日
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