
敬称略

氏名 所属 受講研修

坪井　秀規 　 大阪労災病院
岡村　元佑 　 大阪労災病院
冨田　貴裕 　 大阪労災病院
貴志　暢之 　 大阪労災病院
宮永　卓 　 大阪労災病院
木下　雅貴 　 大阪労災病院
牧野　桃子 　 大阪労災病院
西岡　勇登 　 大阪労災病院
元村　恵理 　 大阪労災病院
森崎　秀紀 　 大阪労災病院
川村　直 　 大阪労災病院
西村　怜 　 大阪労災病院
山田　祐一郎 関西電力病院
廣田　哲也 関西電力病院
青野　佑哉 関西電力病院
平藤　哲也 関西電力病院
岩崎　麻里子 関西電力病院
倉橋　聡司 関西電力病院
田中　俊光 関西電力病院
藤田　京花 関西電力病院
笹田　大道 関西電力病院
松尾　光 関西電力病院
吉田　光諄 関西電力病院
内田　歩里 関西電力病院
石田　武 淀川キリスト教病院
北代　紗也 淀川キリスト教病院
三木　祐介 淀川キリスト教病院
高石　博史 淀川キリスト教病院
岡村　麻衣 淀川キリスト教病院
末廣　和子 淀川キリスト教病院
辻本　淳 淀川キリスト教病院
西川　和希 淀川キリスト教病院
藤本　悠 淀川キリスト教病院
伊藤　恵理子 淀川キリスト教病院
大西　和哉 淀川キリスト教病院
金　永珠 淀川キリスト教病院
小松　弘季 淀川キリスト教病院
下山　由希子 淀川キリスト教病院
佃　美奈 淀川キリスト教病院
中嶋　里駆 淀川キリスト教病院
山川　愼司 淀川キリスト教病院
鏡内　肇 国立循環器病研究センター
小林　紗知 大阪大学歯学部附属病院
小林　萌 北野病院
岡部　和倫 ベルランド総合病院
吉村　明彦 ベルランド総合病院
谷口　江利菜 ベルランド総合病院
伊東　詩織 ベルランド総合病院
森　裕亮 ベルランド総合病院
藤岡　美里 ベルランド総合病院
馬場　健司 ベルランド総合病院
若狭　志保 ベルランド総合病院
内田　直里 八尾徳洲会総合病院
一瀬　健太 八尾徳洲会総合病院
富永　恵美子 八尾徳洲会総合病院
藤多　健 八尾徳洲会総合病院
久保　勇記 八尾徳洲会総合病院
梶谷　千香枝 八尾徳洲会総合病院

緩和ケア研修会
-PEACEプロジェクト大阪2020-

令和2年9月12日
淀川キリスト教病院

第12回ベルランド総合病院
・緩和ケア研修会

令和2年9月13日
ベルランド総合病院

八尾徳洲会総合病院緩和ケア研修会

令和2年9月26日
八尾徳洲会総合病院

令和2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

2020年度　大阪労災病院
緩和ケア研修会

令和2年8月22日
大阪労災病院

第8回関西電力病院緩和ケア研修会

令和2年9月5日
関西電力病院
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氏名 所属 受講研修

矢野　浩司 市立豊中病院
坂本　紗英花 大阪大学医学部附属病院
玉置　盛浩 高井病院
久保　久美子 協立温泉病院
松田　太郎 市立豊中病院
中川　あや 市立池田病院
大川　芹 市立池田病院
安里　美夕里 市立池田病院
山路　修平 市立池田病院
吉川　長伸 市立池田病院
板持　秀晃 市立池田病院
古川　由紀子 市立池田病院
滿岡　友祐 市立東大阪医療センター
芳賀　真代 市立東大阪医療センター
安藤　誠 市立東大阪医療センター
松本　大樹 市立東大阪医療センター
村田　篤哉 市立東大阪医療センター
石川　真央 市立東大阪医療センター
小林　周平 市立東大阪医療センター
澤本　康平 市立東大阪医療センター
山田　慶貴 JCHO大阪病院
中本　蓮之助 JCHO大阪病院
川端　祥太 一般財団法人住友病院
浅田　紘輔 一般財団法人住友病院
楠下　萌 一般財団法人住友病院
中谷　和弘 一般財団法人住友病院
三木　渉 一般財団法人住友病院
秦野　暢子 一般財団法人住友病院
新堂　りな 一般財団法人住友病院
水田　昇 松下記念病院
大神　浩司 松下記念病院
塩見　海斗 松下記念病院
酒井　健紀 松下記念病院
中山　雄介 松下記念病院
吉川　吉曉 大阪医療センター
小島　将裕 大阪医療センター
光井　絵理 大阪医療センター
上田　恭敬 大阪医療センター
三木　秀宣 大阪医療センター
青野　幸余 大阪医療センター
木谷　知樹 大阪医療センター
窪田　卓也 大阪医療センター
大﨑　慧 大阪医療センター
鵜飼　一穂 大阪医療センター
小川　晴香 大阪医療センター
陳　若富 大阪医療センター
種田　灯子 大阪医療センター
宮﨑　道彦 大阪医療センター
阪本　裕子 大阪医療センター
大西　光雄 大阪医療センター
藤原　彩也香 大阪医療センター
上田　祥弘 大阪医療センター
國廣　丞史 千船病院
上門 弘宜 千船病院
山内 智瑛 千船病院
加嶋 洋子 千船病院
石川 達也 JCHO大阪病院
藤井 莉菜 JCHO大阪病院
岡田　一平 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
奥村　公貴 関西医科大学附属病院
後藤　拓磨 市立ひらかた病院
小林　正直 市立ひらかた病院
牧野　琴音 市立ひらかた病院
安田　麻衣子 北摂総合病院
八幡　直輝 市立ひらかた病院
山口　紗彩 市立ひらかた病院

市立池田病院　緩和ケア研修会

令和2年9月26日
市立池田病院

2020年度市立東大阪医療センター
緩和ケア研修会

令和2年9月27日
市立東大阪医療センター

第10回住友病院緩和ケア研修会

令和2年10月3日
一般財団法人住友病院

2020年度　松下記念病院
緩和ケア研修会

令和2年10月10日
松下記念病院

独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター緩和ケア研修会

令和2年10月11日
大阪医療センター

千船病院緩和ケア研修会

令和2年10月17日
千船病院

第4回市立ひらかた病院緩和ケア研修
会

令和2年10月17日
市立ひらかた病院
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氏名 所属 受講研修

藤本　浩平 石切生喜病院
南野　弘明 石切生喜病院
三好　瑛介 石切生喜病院
佐野　智弥 石切生喜病院
安田　拓斗 石切生喜病院
岸本　和也 石切生喜病院
栁　笑力 石切生喜病院
好本　雅也 石切生喜病院
辻　葵 石切生喜病院
今本　皓介 石切生喜病院
福田　帝 石切生喜病院
國重　龍一 石切生喜病院
上森 淳史 大阪府済生会泉尾病院
松井 千亜希 大阪府済生会泉尾病院
藤原 宏太 大阪府済生会泉尾病院
前久保 公雄 大阪府済生会泉尾病院
松原 揚典 大阪府済生会泉尾病院
森 泰清 大阪府済生会泉尾病院
芦邊　祐規 大阪医科大学附属病院
泉谷　祥之 大阪医科大学附属病院
榎本　秀治 医療法人橘会　東住吉森本病院
大塚　友貴 大阪医科大学附属病院
奥村　隆志 大阪回生病院
加藤　翔平 大阪医科大学附属病院
河瀬　弘代 大阪医科大学附属病院
川床　友哉 大阪医科大学附属病院
北野　真也 大阪医科大学附属病院
木下　絢奨 大阪医科大学附属病院
倉橋　直仁 大阪医科大学附属病院
小林　崇俊 大阪医科大学附属病院
進藤　友喜 大阪医科大学附属病院
徳岡　覚 北摂総合病院
中平　淳子 大阪医科大学附属病院
夏山　幸一郎 大阪医科大学附属病院
成尾　英和 大阪医科大学附属病院
西村　尋眸 大阪医科大学附属病院
長谷川　拓也 ガラシア病院
濵田　渉 大阪医科大学附属病院
星賀　正明 大阪医科大学附属病院
堀口　晃平 大阪医科大学附属病院
南川　侑介 大阪医科大学附属病院
牟田　侑記 医療法人橘会 東住吉森本病院
山野　祐 医療法人橘会 東住吉森本病院
山本　真大 大阪医科大学附属病院
米原　周吾 大阪医科大学附属病院
竹川　政裕 八尾市立病院
髙野　智博 八尾市立病院
宮本　恭吾 八尾市立病院
山口　徹 八尾市立病院
西上　浩司 八尾市立病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

令和2年10月24日
八尾市立病院

第3回石切生喜病院緩和ケア研修会

令和2年10月17日
石切生喜病院

第7回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

令和2年10月24日
大阪府済生会泉尾病院

大阪医科大学附属病院 緩和ケア研修
会

令和2年10月24日
大阪医科大学附属病院
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氏名 所属 受講研修

安積　尚杜 大阪医科大学附属病院
阿部　信貴 大阪医科大学附属病院
新井　将弘 大阪医科大学附属病院
井元　恵津子 しらかわ・いもとクリニック
岡江　梓 大阪医科大学附属病院
木野　紘美 大阪医科大学附属病院
後藤田　英正 大阪医科大学附属病院
近藤　あゆか 大阪医科大学附属病院
齊藤　駿介 大阪医科大学附属病院
島津　和晃 大阪医科大学附属病院
下山　雄一郎 大阪医科大学附属病院
多木　雅貴 大阪医科大学附属病院
田中　敬 大阪医科大学附属病院
出口　大 大阪医科大学附属病院
道場　啓介 大阪医科大学附属病院
中嶋　万季 大阪医科大学附属病院
半井　理那 大阪医科大学附属病院
西居　智信 大阪医科大学附属病院
西尾　恭介 大阪医科大学附属病院
沼田　礼良 大阪医科大学附属病院
三戸岡　英晃 大阪医科大学附属病院
村上　倫彦 大阪医科大学附属病院
森川　和音 大阪医科大学附属病院
柳原　一隆 大阪医科大学附属病院
山本　健介 大阪医科大学附属病院
山本　直典 大阪医科大学附属病院
米永　崇利 大阪医科大学附属病院
李　信至 大阪医科大学附属病院
矢野　智也 市立豊中病院
藤本　萌 市立豊中病院
原田　和可子 市立豊中病院
和田　紘実 市立豊中病院
竹内　隆将 市立豊中病院
大森　久樹 市立豊中病院
前川　高熙 市立豊中病院
中山　芙美 市立豊中病院
飯島　賢 市立豊中病院
中村　槙志 市立豊中病院
山田　美樹 市立豊中病院
衣川　信 市立豊中病院
田中　雄大 済生会吹田病院
杉林　遼一 済生会吹田病院
坂本　浩一 済生会吹田病院
佐々木　彰紀 済生会吹田病院
宮本　武典 済生会吹田病院
安田　彩夏 済生会吹田病院
本多　開等 済生会吹田病院
福田　健太 済生会吹田病院

大阪医科大学附属病院 緩和ケア研修
会

令和2年11月14日
大阪医科大学附属病院

豊能二次医療圏緩和ケア研修会

令和2年11月29日
市立豊中病院

第11回大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

令和2年12月5日
済生会吹田病院
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氏名 所属 受講研修

木瀨　康人 大阪大学医学部附属病院
岡本　崇佑 大阪大学医学部附属病院
𠮷岡　真吾 大阪大学医学部附属病院
藤原　慧 大阪大学医学部附属病院
三浦　慎平 大阪大学医学部附属病院
塚田　遼 大阪大学医学部附属病院
鹿野　雄介 大阪大学医学部附属病院
土居　由貴子 大阪大学医学部附属病院
秋山　理 大阪大学医学部附属病院
浅尾　友信 大阪大学医学部附属病院
江左　尚哉 大阪大学医学部附属病院
大谷　展舗 大阪大学医学部附属病院
西原　慎太郎 大阪大学医学部附属病院
松下　誠貴 大阪大学医学部附属病院
山浦　陽 大阪大学医学部附属病院
北西　光介 大阪大学医学部附属病院
赤田　将 大阪大学医学部附属病院
笠原　千聖 大阪大学医学部附属病院
KONGSAKON KANANART 大阪大学医学部附属病院
金　東燮 大阪大学医学部附属病院
末廣　友里 大阪大学医学部附属病院
島　佳弘 JCHO大阪病院
上田　忠弘 春秋会　城山病院
後　昴佑 春秋会　城山病院
西口　武寿 春秋会　城山病院
山田　浩徳 春秋会　城山病院
松本　佳己 春秋会　城山病院
上田　賢一 春秋会　城山病院
山本 匠 多根総合病院
佐藤 雅俊 多根総合病院
中井 大介 多根総合病院
長谷川 庚美 多根総合病院
林田 一真 多根総合病院
中島 俊文 多根総合病院
塚本 拓也 多根総合病院
遠藤 洋己 多根総合病院
藤田 裕真 多根総合病院
日野 優里 多根総合病院
田中　敏雄 日本生命病院
加藤　更紗 日本生命病院
芳川　浩男 日本生命病院
八田　幸治 日本生命病院
鈴木　由貴 日本生命病院
大西　彩乃 日本生命病院
熊ノ郷　有希 日本生命病院
安井　友紀 日本生命病院
植田　真帆 日本生命病院
木下　聡子 日本生命病院
森本　尚喜 日本生命病院
大藏　裕平 日本生命病院
村田　さくら 日本生命病院
稲垣　瑞穂 市立岸和田市民病院
高橋　果里 市立岸和田市民病院
黄　輝広 市立岸和田市民病院
富永　千晶 市立岸和田市民病院
足立　泰志 市立岸和田市民病院
松村　文典 市立岸和田市民病院
内　洋一 市立岸和田市民病院
五百倉　大輔 市立岸和田市民病院
谷本　圭司 市立岸和田市民病院
井上　麻意子 市立岸和田市民病院
東　恵理子 市立岸和田市民病院

大阪大学医学部附属病院
令和２年度緩和ケア研修会

令和2年12月12日
大阪大学医学部附属病院

春秋会　城山病院
第１回　緩和ケア研修会

令和3年1月23日
春秋会　城山病院

第7回　多根総合病院　緩和ケア研修
会

令和3年2月20日
多根総合病院

２０２１年　日本生命病院緩和ケア研修
会

令和3年2月27日
日本生命病院

第12回泉州緩和ケア研修会

令和3年3月6日
市立岸和田市民病院
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氏名 所属 受講研修

山下　麻紀 大阪市立総合医療センター
大場　彦明 大阪市立総合医療センター
荒井　桜子 大阪市立総合医療センター
坂井田　美穂 大阪市立総合医療センター
呉　孟樺 大阪市立総合医療センター
貝阿弥　瞳 大阪市立総合医療センター
松本　真由子 大阪市立総合医療センター
大谷　暢之 大阪市立総合医療センター
白川　潤一 大阪市立総合医療センター
樫原　由樹 大阪市立総合医療センター
秋山　優弥 大阪市立総合医療センター
本田　晃敏 大阪市立総合医療センター
宮本　勝哉 大阪市立総合医療センター
八木　聡一 大阪府済生会中津病院
太田 勇気 堺市立総合医療センター
中川 友里 堺市立総合医療センター
内田 充優 堺市立総合医療センター
古田 寛人 堺市立総合医療センター
石松 愛実 堺市立総合医療センター
横川 眞帆 堺市立総合医療センター
後藤　基宏 大阪南医療センター
平田　祐太朗 大阪南医療センター
野口　貴明 大阪南医療センター
畑中　雅喜 大阪南医療センター
山科　茉莉 浅香山病院
井上　國彰 大阪南医療センター
平良　泉尚 大阪南医療センター
石原　佳祐 大阪南医療センター
山根　一真 大阪南医療センター
松井　奨吾 大阪南医療センター
佐々木　裕弥 大阪南医療センター
辻󠄀井　敦子 大阪南医療センター

令和2年度大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

令和3年3月14日
大阪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

令和3年3月20日
堺市立総合医療センター

南河内二次医療圏・第１２回
緩和ケア研修会

令和3年3月20日
大阪南医療センター
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敬称略
氏名 所属 受講研修

村川　友里恵 大阪労災病院
鈴木　佑佳 大阪労災病院
中道　良子 大阪労災病院
竹田　香織 大阪労災病院
阿部　静佳 大阪労災病院
吉田　暁子 大阪労災病院
山本　有瑳 大阪労災病院
吉田　汐里 大阪労災病院
尾﨑　悠 大阪労災病院
寺田　実央 大阪労災病院
谷原　千草 淀川キリスト教病院
杉原　健彦 淀川キリスト教病院
小園　広子 淀川キリスト教病院
折笠　瞬 淀川キリスト教病院
松野　優紀 淀川キリスト教病院
今村　岬 淀川キリスト教病院
今井　博美 淀川キリスト教病院
佐治　修吾 幸生堂薬局
濱田　龍治 大阪国際がんセンター
松本　有紀 浅香山病院
川原　毅得 八尾徳洲会総合病院
毛頭　悦子 八尾徳洲会総合病院
村中　烈子 八尾徳洲会総合病院
竹田　加奈 八尾徳洲会総合病院
榎本　亜紀 八尾徳洲会総合病院
今道　里香 八尾徳洲会総合病院
杉井　美紀 八尾徳洲会総合病院
江口　康平 八尾徳洲会総合病院
井上　綾子 八尾徳洲会総合病院
宮坂　なつ花 八尾徳洲会総合病院
北井　佑樹 八尾徳洲会総合病院
松平　里美 松原徳洲会病院
竹田　紗也 市立東大阪医療センター
岩佐　勇希 市立東大阪医療センター
伊藤　実佳 市立東大阪医療センター
橋本　雅之 市立東大阪医療センター
沓澤　真衣子 市立東大阪医療センター
長谷川　裕太 市立東大阪医療センター

中森　香葉 松下記念病院

財津　春菜 松下記念病院

石岡　久美 市立ひらかた病院
泉　由香里 市立ひらかた病院
竹原　友紀 市立ひらかた病院
桝塚　映子 市立ひらかた病院
村上　真実 十三市民病院
元村　徳子 市立ひらかた病院
榎　章博 石切生喜病院
高橋　果子 石切生喜病院
谷端　千愛 石切生喜病院
米田　彩香 石切生喜病院
新宮　華穂 石切生喜病院
坂恵　美和 石切生喜病院
橘　千佳 石切生喜病院
樋富　美咲 石切生喜病院
髙倉　友子 石切生喜病院
高橋　一樹 石切生喜病院
山本　洋平 大阪府済生会泉尾病院
井端　梨恵 大阪府済生会泉尾病院
赤木　美紗希 大阪府済生会泉尾病院
麻那古　早苗 大阪府済生会泉尾病院
晨原　望 大阪府済生会泉尾病院
伊藤　悠子 大阪府済生会泉尾病院
神野　美幸 大阪府済生会泉尾病院
具志　恵子 大阪府済生会泉尾病院

令和2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
※所属は研修会受講時の所属

2020年度　大阪労災病院
緩和ケア研修会

令和2年8月22日
大阪労災病院

第3回石切生喜病院緩和ケア研修会

令和2年10月17日
石切生喜病院

第7回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

令和2年10月24日
大阪府済生会泉尾病院

緩和ケア研修会
-PEACEプロジェクト大阪2020-

令和2年9月12日
淀川キリスト教病院

第12回ベルランド総合病院・緩和ケア研修会

令和2年9月13日　ベルランド総合病院

八尾徳洲会総合病院緩和ケア研修会

令和2年9月26日
八尾徳洲会総合病院

2020年度市立東大阪医療センター
緩和ケア研修会

令和2年9月27日
市立東大阪医療センター

第４回市立ひらかた病院緩和ケア研修
会

令和2年10月17日
市立ひらかた病院

2020年度　松下記念病院
緩和ケア研修会

令和2年10月10日
松下記念病院
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氏名 所属 受講研修
岡﨑　優香 八尾市立病院
德上　美智子 八尾市立病院
髙井　美保 八尾市立病院
佐藤　雅子 八尾市立病院
横山　敬子 八尾市立病院
吉田　咲紀 八尾市立病院
小久保　祐希 八尾市立病院

前谷　一仁 大阪大学医学部附属病院

大阪大学医学部附属病院
令和２年度緩和ケア研修会

令和2年12月12日
大阪大学医学部附属病院

村井　真由美 春秋会　城山病院
豊山　真夕美 春秋会　城山病院
高橋　恵 春秋会　城山病院
小山　みゆき 春秋会　城山病院
道端　吏穂 春秋会　城山病院
古賀　稔幸 春秋会　城山病院
小野　路佳 春秋会　城山病院
近藤　穂佳 春秋会　城山病院
永野　ちか子 春秋会　城山病院
山元　友美 春秋会　城山病院
内山　小津枝 多根総合病院
武内　千秋 多根総合病院
土橋　真規子 多根総合病院
角田　加澄 多根総合病院

小笠原　牧子 日本生命病院

中川　弥紀 日本生命病院

北浦　夏子 市立岸和田市民病院

第12回泉州緩和ケア研修会

令和3年3月6日
市立岸和田市民病院

味好　早苗 大阪市立総合医療センター

新井　絵里 大阪市立総合医療センター

小森　菜奈 大阪市立総合医療センター

長楽　寿子 堺市立総合医療センター
谷野　尚子 堺市立総合医療センター
西口　友喜 堺市立総合医療センター
今井　優美 堺市立総合医療センター
松﨑　美保子 堺市立総合医療センター

梶川　淑恵 大阪南医療センター

南河内二次医療圏・第１２回緩和ケア研修会

令和3年3月20日
大阪南医療センター

第7回　多根総合病院　緩和ケア研修会

令和3年2月20日
多根総合病院

２０２１年　日本生命病院緩和ケア研修会

令和3年2月27日
日本生命病院

令和2年度大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

令和3年3月14日
大阪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

令和3年3月20日
堺市立総合医療センター

春秋会　城山病院
第１回　緩和ケア研修会

令和3年1月23日
春秋会　城山病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

令和2年10月24日
八尾市立病院
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