
令和３年度大阪府内緩和ケア研修会修了者一覧

敬称略

氏名 所属 受講研修

榎本　悠里 　　耳原総合病院
細谷　聖美 　　耳原総合病院
中川　友香梨 　　耳原総合病院
槌谷　真裕子 　　耳原総合病院
深野　耕太郎 　　耳原総合病院
三世川宗一郎 　　耳原総合病院
中村　佳世 　　耳原総合病院
安田　のぞみ 　　耳原総合病院
神山　雅喜 　　耳原総合病院
山本　沙羅 　　耳原総合病院
前田　周吾 　　耳原総合病院
橋本　朋美 　　耳原総合病院
山口　諒也 　　耳原総合病院
齋藤　庸太 　　耳原総合病院
野間　宥佑 　　耳原総合病院
赤木　優月 　　耳原総合病院
松本 博之 岸和田徳洲会病院
新谷 紘史 岸和田徳洲会病院
田澤 智彦 岸和田徳洲会病院
LIU YANG 岸和田徳洲会病院
井上 大輔 岸和田徳洲会病院
祝迫 恵爾 岸和田徳洲会病院
松木 仁美 岸和田徳洲会病院
江藤　秀顕 神山復生病院
岡﨑　智 関西医大香里病院
嶋　健作 公益財団法人　浅香山病院
宗元　紗和 市立ひらかた病院
依藤　直紀 第一東和会病院
坂井　義治 大阪赤十字病院
尾崎　彰彦 大阪赤十字病院
横本　竜徳 大阪赤十字病院
楊　涛 大阪赤十字病院
森　雄貴 大阪赤十字病院
金　賢真 大阪赤十字病院
森長　郁慧 大阪赤十字病院
緒方　康祐 大阪赤十字病院
吉田　実世 大阪赤十字病院
前川　けん 大阪赤十字病院
岸渕　安也名 大阪赤十字病院
塚本　和之 大阪赤十字病院
東　彬人 大阪赤十字病院
岡田　英徳 大阪赤十字病院
榊　辰也 大阪赤十字病院
伊藤　雅弘 大阪赤十字病院
稲津　大輝 東住吉森本病院
岡本　耀 東住吉森本病院
菊池　正悟 東住吉森本病院
河内　寛之 東住吉森本病院
髙木　庸浩 東住吉森本病院
田村　友汰 東住吉森本病院
成川　遼 東住吉森本病院
濱田　涼子 東住吉森本病院
日野 孝祐 東住吉森本病院
藤田 晃輝 東住吉森本病院

※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　耳原総合病院
緩和ケア研修会

令和3年5月22日
耳原総合病院

第5回市立ひらかた病院緩和ケア研修会

令和3年6月26日
市立ひらかた病院

第3回岸和田徳洲会病院
緩和ケア研修会

令和3年6月5日
岸和田徳洲会病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会

令和3年7月3日
大阪赤十字病院

第4回東住吉森本病院緩和ケア研修会

令和3年7月11日
東住吉森本病院
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氏名 所属 受講研修

浅野　啓太 大阪急性期・総合医療センター
井田　和美 大阪急性期・総合医療センター
大木谷　直樹 大阪急性期・総合医療センター
釡野　聡平 大阪急性期・総合医療センター
北山　和樹 大阪急性期・総合医療センター
坂口　恵亮 大阪急性期・総合医療センター
佐藤　拓真 大阪急性期・総合医療センター
田中　宏尚 大阪急性期・総合医療センター
谷村　駿介 大阪急性期・総合医療センター
中野　真由子 大阪急性期・総合医療センター
中野　光世 大阪急性期・総合医療センター
橋本　侑美 大阪急性期・総合医療センター
平山　慎吾 大阪急性期・総合医療センター
牧野　修三 大阪急性期・総合医療センター
松山　祐介 大阪急性期・総合医療センター
森田　香菜子 大阪急性期・総合医療センター
横田　光貴 大阪急性期・総合医療センター
吉田　基志 大阪急性期・総合医療センター
信藤　麻友 大阪急性期・総合医療センター
平井　大輝 大阪急性期・総合医療センター
笹野　恵 大阪急性期・総合医療センター
波多野　魁人 大阪急性期・総合医療センター
森田　夏広 大阪急性期・総合医療センター
武田　紗季 大阪急性期・総合医療センター
八重垣　貴英 大阪急性期・総合医療センター
大柳　亮 大阪急性期・総合医療センター
石田　かほり 大阪急性期・総合医療センター
増本　貴紀 大阪急性期・総合医療センター
海陸　雄一 大阪急性期・総合医療センター
有本　虹大 大阪急性期・総合医療センター
鷹野　美織 大阪急性期・総合医療センター
中谷　沙也佳 大阪急性期・総合医療センター
竹内　琢朗 大阪急性期・総合医療センター
青松　倫弘 大阪急性期・総合医療センター
中山　尭寛 大阪急性期・総合医療センター
名古　周平 大阪急性期・総合医療センター
堀　雄一郎 関西医科大学附属病院
桝田　昌隆 関西医科大学附属病院
加藤　正樹 関西医科大学附属病院
小菅　維彦 関西医科大学附属病院
松井　雄基 関西医科大学附属病院
吉本　紗季子 関西医科大学附属病院
上野　勝也 関西医科大学附属病院
安藤　宗治 関西医科大学附属病院
石原　昌幸 関西医科大学附属病院
朴　正旭 関西医科大学
岸本　泉 関西医科大学附属病院
蔦　健吾 関西医科大学附属病院
林　慶和 関西医科大学附属病院
朝子　愛梨 関西医科大学附属病院
阪上　智史 関西医科大学附属病院
菅　直木 関西医科大学附属病院
鈴木　健太郎 関西医科大学附属病院
中川　冴 関西医科大学附属病院
武田　恵美 関西医科大学附属病院
牧野　博朗 関西医科大学附属病院
楠　宗矩 関西医科大学附属病院
金知　尭 関西医科大学附属病院
日野　春秋 関西医科大学附属病院
鈴木　良和 関西医科大学附属病院
切東　真子 関西医科大学附属病院
伊泊　眞央 関西医科大学附属病院

大阪急性期・総合医療センター　緩和ケア研修会

令和3年7月17日
大阪急性期・総合医療センター

第16回関西医科大学附属病院　緩和ケア研修会

令和3年7月18日
関西医科大学附属病院
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氏名 所属 受講研修

　 糸山　廣重 大阪市立大学医学部附属病院
 　小倉　薫平 大阪市立大学医学部附属病院
 　鎌田　千聖 大阪市立大学医学部附属病院
 　北井　怜子 大阪市立大学医学部附属病院
 　小出　求陸 大阪市立大学医学部附属病院
 　重永　真梨子 大阪市立大学医学部附属病院
 　小路　侑果 大阪市立大学医学部附属病院
 　中井　咲貴子 大阪市立大学医学部附属病院
 　中本　江美 大阪市立大学医学部附属病院
 　納谷　幸佑 大阪市立大学医学部附属病院
 　東本　美柚 大阪市立大学医学部附属病院
 　松下　雄大 大阪市立大学医学部附属病院
 　新谷　耶子 大阪市立大学医学部附属病院
 　安井　慎一郎 大阪市立大学医学部附属病院
 　渡邊　亘平 大阪市立大学医学部附属病院
 　白井　壱紀 大阪市立大学医学部附属病院
 　田中　静大 大阪市立大学医学部附属病院
 　山下　梨奈 大阪市立大学医学部附属病院
 　中原　康輔 大阪市立大学医学部附属病院
 　山田　紗耶 大阪市立大学医学部附属病院

赤井　結衣 和泉市立総合医療センター
浦瀬　文明 和泉市立総合医療センター
川崎　雄平 和泉市立総合医療センター
黒田　貴顯 和泉市立総合医療センター
児玉　侑香 和泉市立総合医療センター
筒井　和麻 和泉市立総合医療センター
西出　有美子 和泉市立総合医療センター
林　　泰司 和泉市立総合医療センター
藤下　陽平 和泉市立総合医療センター
松本　健嗣 和泉市立総合医療センター
和田　裕介 和泉市立総合医療センター
青木　千夏 大阪医科薬科大学病院
芦田　明 大阪医科薬科大学病院
大平　貴久 大阪医科薬科大学病院
岡本　順子 大阪医科薬科大学病院
岡山　達志 大阪医科薬科大学病院
川上　明紗美 大阪医科薬科大学病院
北村　紗弓 大阪医科薬科大学病院
木戸岡　風我 大阪医科薬科大学病院
木原　綾香 大阪医科薬科大学病院
黒柳　裕一 大阪医科薬科大学病院
櫻井　太佑 大阪医科薬科大学病院
笹井　保之 大阪医科薬科大学病院
新開　李磨 大阪医科薬科大学病院
髙木　普賢 大阪医科薬科大学病院
高沢　梨紗子 大阪医科薬科大学病院
髙橋　彩香 大阪医科薬科大学病院
瀧谷　公隆 大阪医科薬科大学病院
田邉　翔吾 大阪医科薬科大学病院
寺岡　香保里 大阪医科薬科大学病院
長井　大輔 大阪医科薬科大学病院
箱田　明俊 大阪医科薬科大学病院
濵田　芳輔 大阪医科薬科大学病院
前田　和人 大阪医科薬科大学病院
松本　圭史 大阪医科薬科大学病院
本橋　宜和 大阪医科薬科大学病院
吉本　隆宏 大阪医科薬科大学病院

第3回　和泉市立総合医療センター
緩和ケア研修会

令和3年8月7日
和泉市立総合医療センター

大阪市立大学医学部附属病院　緩和ケア研修会

令和3年7月25日
大阪市立大学医学部附属病院

大阪医科薬科大学病院　緩和ケア研修会

令和3年8月14日
 大阪医科薬科大学病院
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氏名 所属 受講研修

阿部　沙季代 近畿大学病院
尼﨑　雅也 近畿大学病院
五十嵐　祐子 近畿大学病院
上原　広樹 近畿大学病院
大西　翔 近畿大学病院
岡内　義隆 近畿大学病院
加藤　由里子 近畿大学病院
角野　智仁 近畿大学病院
河南　文彬 近畿大学病院
小島　実紗 近畿大学病院
小林　隆介 近畿大学病院
坂本　敬哉 近畿大学病院
清水　華絵 近畿大学病院
髙橋　桃子 近畿大学病院
布谷　早樹子 近畿大学病院
野口　理希 近畿大学病院
福田　隼己 近畿大学病院
藤田　大輝 近畿大学病院
藤村　亮司 近畿大学病院
淵　悠介 近畿大学病院
三木　浩司 近畿大学病院
山本　眞紀子 近畿大学病院
三木　宏記 近畿大学病院
美濃　亮太 近畿大学病院
岸野　史佳 近畿大学病院
影山　悠 大阪労災病院
志村　宏太郎 大阪労災病院
川村　晃平 大阪労災病院
田中　達樹 大阪労災病院
平井　章太 大阪労災病院
田上　陽菜 大阪労災病院
長野　亘揮 大阪労災病院
炭谷　有亮 大阪労災病院
松村　倫太郎 大阪労災病院
小松　里帆 大阪労災病院
中川　絢基 大阪労災病院
木下　舜介 大阪労災病院
松井　秀夫 近畿中央呼吸器センター
沖塩　協一 近畿中央呼吸器センター
茂田　光弘 近畿中央呼吸器センター
奥田　健 山田内科医院
中川　元 耳原鳳クリニック
平賀 英梨佳 大阪国際がんセンター
加藤 美寿季 大阪国際がんセンター
本行 秀成 大阪国際がんセンター
福武 純子 大阪国際がんセンター
本間 圭一郎 大阪国際がんセンター
爲政 大幾 大阪国際がんセンター
大橋　直紹 関西電力病院
日下部　守美 関西電力病院
福田　麻由 関西電力病院
金井　香澄 関西電力病院
髙橋　瞭 関西電力病院
松城　真里 関西電力病院
三宅　諒汰 関西電力病院
岡本　晴香 関西電力病院
小山田　圭佑 関西電力病院
大守　泰広 関西電力病院
後藤田　晃平 関西電力病院
堀川　正悦 関西電力病院
西口　馨士 関西電力病院
柿原　文太 関西電力病院

２０２１年度　大阪労災病院　緩和ケア研修会

令和3年8月28日
大阪労災病院

大阪国際がんセンター緩和ケア研修会

令和3年8月29日
大阪国際がんセンター

近畿大学緩和ケア研修会

令和3年8月22日
近畿大学病院

第9回　関西電力病院緩和ケア研修会

令和3年9月4日
関西電力病院
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氏名 所属 受講研修

松本　真由美 守口敬仁会病院
近藤　寛也 医療法人日新会　日新会病院
青木　淑恵 ベルランド総合病院
秋岡　正史 ベルランド総合病院
岡本　好太郎 ベルランド総合病院
白川　喜之 ベルランド総合病院
辻井　優一朗 ベルランド総合病院
寺柿　和俊 ベルランド総合病院
丸山　南 ベルランド総合病院
萩野　慎一 市立吹田市民病院
藤田　真帆 市立吹田市民病院
三谷　晃平 市立吹田市民病院
福田　恭彦 市立吹田市民病院
吉岡　舞香 市立吹田市民病院
堺　望 市立吹田市民病院
大植　智史 市立吹田市民病院
安井　悠里 市立吹田市民病院
川本　里紗 市立吹田市民病院
岡元　文香 高槻病院
影山　達也 高槻病院
片平　龍太郎 高槻病院
河井　陽昭 高槻病院
﨑山　裕子 高槻病院
鈴木　里咲 高槻病院
立花　崇明 高槻病院
谷田　梨乃 高槻病院
西堀　雄一朗 高槻病院
濱中　統親 高槻病院
早川　賀津野 高槻病院
林　裕之 高槻病院
日詰　健太郎 高槻病院
牟田口　由紀子 高槻病院
山田　真博 高槻病院
笹子　三津留 淀川キリスト教病院
中谷　芹菜 淀川キリスト教病院
塩﨑　恭子 淀川キリスト教病院
岡村　悠貴 淀川キリスト教病院
川口　杏夢 淀川キリスト教病院
古河　慶子 淀川キリスト教病院
梁間　敢 淀川キリスト教病院
名村　咲音 淀川キリスト教病院
吉田　大輝 淀川キリスト教病院
森　新太郎 淀川キリスト教病院
濱野　光希 淀川キリスト教病院
高橋　七海 淀川キリスト教病院
槌田　尚希 淀川キリスト教病院
赤井　靖明 淀川キリスト教病院
大森　穏 淀川キリスト教病院
森本　麻里奈 淀川キリスト教病院
小野　悠人 淀川キリスト教病院
北澤　寛記 淀川キリスト教病院
堀内　僚介 淀川キリスト教病院
木村　羽安登 淀川キリスト教病院
門間　祥子 市立東大阪医療センター
富永　みき 市立東大阪医療センター
松田　佑香里 市立東大阪医療センター
藤原　可奈子 市立東大阪医療センター
三木　祟良 市立東大阪医療センター
辻󠄀坂　拓実 市立東大阪医療センター
橋本　亘司 市立東大阪医療センター
白紙　遼一 市立東大阪医療センター
塩見　怜葉 市立東大阪医療センター
遠藤　由菜 市立東大阪医療センター
伊藤　悠記 ＪＣＨＯ大阪病院
北川　由華 ＪＣＨＯ大阪病院
増田　一輝 ＪＣＨＯ大阪病院
山本　大貴 ＪＣＨＯ大阪病院

第13回ベルランド総合病院・緩和ケア研修会

令和3年9月12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

令和3年9月18日
市立吹田市民病院

高槻病院緩和ケア研修会

令和3年9月19日
高槻病院

緩和ケア研修会-PEACEプロジェクト大阪2021-

令和3年9月23日
淀川キリスト教病院

２０２１年度　市立東大阪医療センター
緩和ケア研修会

令和3年9月25日
市立東大阪医療センター
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石田　健一郎 大阪医療センター
竹内　太郎 大阪医療センター
藤見　洋佑 大阪医療センター
西澤　尚起 大阪医療センター
小林　弘治 大阪医療センター
田中　弘之 大阪医療センター
上尾　光弘 大阪医療センター
福田　忠浩 大阪医療センター
山本　景子 大阪医療センター
大山　愛理 大阪医療センター
小川　和也 大阪医療センター
田中　大地 大阪医療センター
村上　慶次朗 大阪医療センター
矢田　弘史 大阪医療センター
榎　迪洋 大阪医療センター
中村　一輝 大阪医療センター
脇　貞徳 大阪医療センター
島原　由美子 大阪医療センター
渡辺　和具 大阪医療センター
山本　祐 大阪医療センター
兵庫　隆司 大阪医療センター
山下　勇大 大阪医療センター
木村　陽子 大阪医療センター
德永　拓也 大阪医療センター
水森　祐樹 大阪医療センター
栗原　健太 大阪医療センター
赤間　俊之 大阪医療センター
吉村　友佑 大阪医療センター
吉龍　正雄 大阪医療センター
江口　隆 江口医院
高山　拓也 泉尾病院
後藤　清里 泉尾病院
佐田　麻郁子 泉尾病院
田上　優佳 泉尾病院
山口　隆史　 泉尾病院
大江 晃央 千船病院
井上 拓弥 千船病院
玉川 真央 千船病院
上田 浩嗣 千船病院
清川 健太 千船病院
辻 拓弥 千船病院
日下 真美子 千船病院
三原 俊彦 千船病院
香山 元伸 千船病院
杉原 隆太 大阪大学大学院医学系研究科
山本 まゆ 高槻赤十字病院
高安 健太 高槻赤十字病院
町田 尚央 高槻赤十字病院
澤井 俊幸 高槻赤十字病院
森 英亜 高槻赤十字病院
矢子 昌美 高槻赤十字病院
山口 真理子 高槻赤十字病院
西山 誠 布谷クリニック
恩田 佳幸 高槻赤十字病院
新美 舞 淀川キリスト教病院
辻 沙也佳 北摂総合病院
小池 浩之 大阪複十字病院

第8回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

令和3年10月9日
泉尾病院

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3年10月2日
大阪医療センター

千船病院緩和ケア研修会

令和3年10月16日
千船病院

高槻赤十字病院緩和ケア研修会

令和3年10月17日
高槻赤十字病院
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荒木　翔 大阪府済生会千里病院
今枝　政喜 大阪医科薬科大学病院
奥山　晃成 大阪医科薬科大学病院
金岡　秀晃 第一東和会病院
萱谷　理秀 大阪医科薬科大学病院
河村　孟 明治橋病院
菊山　裕貴 大阪医科薬科大学病院
久野　勇年 大阪医科薬科大学病院
小畠　一真 大阪医科薬科大学病院
鈴江　愛 大阪府済生会千里病院
清木　紳平 大阪府済生会千里病院
高村　香織 大阪医科薬科大学病院
高谷　竜三 大阪医科薬科大学病院
高山　愛陽 大阪医科薬科大学病院
髙山　祥子 大阪医科薬科大学病院
高山　昇一 第一東和会病院
武田　悠莉子 大阪医科薬科大学病院
田中　宏典 大阪医科薬科大学病院
寺﨑　章子 大阪医科薬科大学病院
時岡　聡 第一東和会病院
古川　優太 大阪医科薬科大学病院
古田　俊太郎 大阪医科薬科大学病院
堀場　篤 大阪府済生会千里病院
深山　華子 大阪医科薬科大学病院
山田　朗寛 大阪医科薬科大学病院
山本　暁大 大阪大学医学部附属病院
山本　汐媛 大阪医科薬科大学病院
山田　昌稔 一般財団法人住友病院
永富　暁 一般財団法人住友病院
月田　智也 一般財団法人住友病院
松本　由美 一般財団法人住友病院
井上　智尋 一般財団法人住友病院
丸山　紗季 一般財団法人住友病院
岩本　真佳 一般財団法人住友病院
岡田　誠央 一般財団法人住友病院
岸　裕貴 一般財団法人住友病院
張本　健仁 一般財団法人住友病院
宮部　渉平 一般財団法人住友病院
出田　悠人 大阪市立大学医学部附属病院
打越　大登 大阪市立大学医学部附属病院
海野　美幸 大阪市立大学医学部附属病院
尾嶋　さなえ 大阪市立大学医学部附属病院
川植　永里加 大阪市立大学医学部附属病院
塩谷　美琴 大阪市立大学医学部附属病院
須賀　一揮 大阪市立大学医学部附属病院
鳥越　拓也 大阪市立大学医学部附属病院
宮島　淳 大阪市立大学医学部附属病院
細川　直樹 大阪市立大学医学部附属病院
松本　大介 大阪市立大学医学部附属病院
森田　桂奈 大阪市立大学医学部附属病院
柳田　遥 大阪市立大学医学部附属病院
吉村　聡一郎 大阪市立大学医学部附属病院
首藤　太志 大阪市立大学医学部附属病院
辰田　奈那恵 大阪市立大学医学部附属病院
葭山　亜希 大阪市立大学医学部附属病院
安平　健太郎 大阪市立大学医学部附属病院
瀧井　知恵 大阪市立大学医学部附属病院
植木　麻友 大阪市立大学医学部附属病院
土井　茜 大阪市立大学医学部附属病院
藤井　諒太 大阪市立大学医学部附属病院
森本　万里 大阪市立大学医学部附属病院
渡邊　恭子 大阪市立大学医学部附属病院
向井　大貴 大阪市立大学医学部附属病院
曽我部　信広 大阪市立大学医学部附属病院
竹治　幸大 八尾市立病院
阪本　勝也 八尾市立病院
関　壮樹 八尾市立病院
藤原　柾斗 八尾市立病院
市場　悠路 八尾市立病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

令和3年10月30日
八尾市立病院

第11回住友病院緩和ケア研修会

令和3年10月24日
住友病院

大阪市立大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

令和3年10月24・30日
大阪市立大学医学部附属病院

　
大阪医科薬科大学病院緩和ケア研修会

令和3年10月23日
大阪医科薬科大学病院
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岡本　峻和 大阪市立大学医学部附属病院
加藤　きみ佳 大阪市立大学医学部附属病院
田仲　清美 大阪市立大学医学部附属病院
谷口　洋樹 大阪市立大学医学部附属病院
林　晃大 大阪市立大学医学部附属病院
石濱　慈子 大阪市立大学医学部附属病院
新谷　穣 大阪市立大学医学部附属病院
竹内　映梨子 大阪市立大学医学部附属病院
駒井　志保 大阪市立大学医学部附属病院
児玉　紗也加 大阪市立大学医学部附属病院
古谷　英之 大阪市立大学医学部附属病院
松﨑　汰緒 大阪市立大学医学部附属病院
松本　真依 大阪市立大学医学部附属病院
三木　理夏子 大阪市立大学医学部附属病院
光吉　康太 大阪市立大学医学部附属病院
南谷　尚輝 大阪市立大学医学部附属病院
山下　耕平 大阪市立大学医学部附属病院
山道　克樹 大阪市立大学医学部附属病院
徳岡　勲 大阪市立大学医学部附属病院
中村　彩乃 大阪市立大学医学部附属病院
村松　敏郎 大阪市立大学医学部附属病院
中村　彩美 大阪警察病院
仲谷　勇輝 大阪警察病院
甲田　献 大阪警察病院
尾崎　達哉 大阪警察病院
吉村　長晃 大阪警察病院
山川　佳那子 大阪警察病院
金城　あやか 大阪警察病院
辰巳　諒 大阪警察病院
實近　侑亮 大阪警察病院
一澤　真珠 大阪警察病院
橋本　万由子 第二大阪警察病院
村上　萌絵 第二大阪警察病院
中村　聡希 大阪警察病院
石村　友里恵 大阪警察病院
桒田　力丸 大阪警察病院
光實　茂人 第二大阪警察病院
長久　侑生 第二大阪警察病院
秋山　遼介 大阪医科薬科大学病院
大江　克昌 大阪医科薬科大学病院
垣内　崇 大阪医科薬科大学病院
川上　晃司 大阪医科薬科大学病院
久保　隆太郎 大阪医科薬科大学病院
小杉　真弘 大阪医科薬科大学病院
佐浦　絢羽 大阪医科薬科大学病院
坂根　和志 大阪医科薬科大学病院
焦　圭裕 大阪医科薬科大学病院
杉本　創 大阪医科薬科大学病院
堤　千春 大阪医科薬科大学病院
中村　優志 大阪医科薬科大学病院
西川　浩樹 大阪医科薬科大学病院
服部　真美 大阪医科薬科大学病院
夫　泰仁 大阪医科薬科大学病院
牧野　真奈 大阪医科薬科大学病院
町原　功実 大阪医科薬科大学病院
松村　日菜美 大阪医科薬科大学病院
水岡　敦喜 大阪医科薬科大学病院
三岡　俊哉 大阪医科薬科大学病院
宮　智成 大阪医科薬科大学病院
安田　果歩 大阪医科薬科大学病院
山田　真弘 大阪医科薬科大学病院
山本　茉奈 大阪医科薬科大学病院

大阪医科薬科大学病院　緩和ケア研修会

令和3年11月13日
大阪医科薬科大学病院

大阪警察病院　緩和ケア研修会

令和3年11月13日
大阪警察病院

大阪市立大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

令和3年11月3・6日
大阪市立大学医学部附属病院
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中道 伊津子 箕面市立病院
中島 文香 箕面市立病院
西浦 由貴 箕面市立病院
雨宮 優夏 箕面市立病院
松田 崚佑 箕面市立病院
江頭 汰明 箕面市立病院
寺川 諒太 箕面市立病院
西村 智達 箕面市立病院
桧垣 朱友子 箕面市立病院
植田 彩音 箕面市立病院
中嶋 拳也 箕面市立病院
中村 元紀 箕面市立病院
山森 大地 箕面市立病院
亀井　裕史 大阪大学医学部附属病院
甲良　竜子 大阪大学医学部附属病院
尾﨑　泰起 大阪大学医学部附属病院
井口　直也 大阪大学医学部附属病院
細見　晃一 大阪大学医学部附属病院
KHOO　HUI　MING 大阪大学医学部附属病院
西田　武生 大阪大学医学部附属病院
彦惣　俊吾 大阪大学医学部附属病院
田邊　和也 大阪大学医学部附属病院
向井　康祐 大阪大学医学部附属病院
数藤　孝雄 大阪大学医学部附属病院
竹屋　美幸 大阪大学医学部附属病院
淡路　拓也 大阪大学医学部附属病院
上田　憲一 大阪大学医学部附属病院
小比賀　俊介 大阪大学医学部附属病院
熊野　陽子 大阪大学医学部附属病院
佐田　直基 大阪大学医学部附属病院
謝　佩玉 大阪大学医学部附属病院
杉山　剛文 大阪大学医学部附属病院
田中　菜美子 大阪大学医学部附属病院
本田　喬子 大阪大学医学部附属病院
南　実華 大阪大学医学部附属病院
金地　真生 大阪大学医学部附属病院
八重　敦博 大阪大学医学部附属病院
上田　祐子 大阪大学医学部附属病院
瀬川　哲也 若草第一病院
園田　真理 北野病院
渭川　徹秀 大阪府済生会中津病院
北川　怜奈 大阪府済生会中津病院
北村　知也 大阪府済生会中津病院
木山　賢 大阪府済生会中津病院
光野　絢子 大阪府済生会中津病院
齊藤　隆一 大阪府済生会中津病院
西原　奈菜子 大阪府済生会中津病院
笹野　智之 大阪府済生会中津病院
佐野　隼大 大阪府済生会中津病院
塩見　一郎 大阪府済生会中津病院
田中　康貴 大阪府済生会中津病院
谷口　君香 大阪府済生会中津病院
長﨑　美華 大阪府済生会中津病院
西谷　太助 大阪府済生会中津病院
西村　直緒己 大阪府済生会中津病院
根来　和輝 大阪府済生会中津病院
野村　文恵 大阪府済生会中津病院
東川　雅彦 大阪府済生会中津病院
宮田　有香 大阪府済生会中津病院
安場　遥香 大阪府済生会中津病院
矢間　翔大 大阪府済生会中津病院
山本　徹 大阪府済生会中津病院

箕面市立病院緩和ケア研修会

令和3年11月13日
箕面市立病院

大阪大学医学部附属病院緩和ケア研修会

令和3年11月14日
大阪大学医学部附属病院

2021年大阪府済生会中津病院緩和ケア研修会

令和3年11月23日
大阪府済生会中津病院
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大江　恵 済生会吹田病院
對馬　英雄 済生会吹田病院
長澤　佳穂 済生会吹田病院
依岡　良往 済生会吹田病院
森本　晃平 済生会吹田病院
前田　杏樹 済生会吹田病院
安本　彩華 済生会吹田病院
築山　隆弘 済生会吹田病院
石井　裕友 市立豊中病院
仲井　祐貴 市立豊中病院
大槻　摩弥 市立豊中病院
浅野　智紀 市立豊中病院
多月　佳澄 市立豊中病院
河村　理恵 市立豊中病院
高橋　弘毅 市立豊中病院
須之内　紀一 市立豊中病院
甘中　亮佑 市立豊中病院
西原　弘将 市立豊中病院
鈴木　翔大 市立豊中病院
小船　圭一 市立豊中病院
小川　紗慧 市立豊中病院
久慈　多賀子 市立豊中病院
荒川　夏乃 市立豊中病院
山本　高靖 市立豊中病院
山口　稜人 市立豊中病院
林　大智 市立豊中病院
山本　徳高 市立豊中病院
武藤　奏絵 市立豊中病院
北澤　みはる 市立豊中病院
奥野　勇輔 市立豊中病院
森　康輔 市立豊中病院
福田 雄介 多根総合病院
松原 佳穂 多根総合病院
友安 勲充 多根総合病院
久松 健人 多根総合病院
香月 里奈 多根総合病院
小泉 葵 多根総合病院
橋本 沙優里 多根総合病院
柴田 直輝 多根総合病院
今中 孝 多根総合病院
田口 淳之介 多根総合病院
柿原　隼 天の川病院
角田　佳純 市立東大阪医療センター
宇田　絵美 市立東大阪医療センター
安田　雅章 安田クリニック
海陸　吉貴 済生会中津病院
佐久間　裕太 大阪市立大学医学部付属病院
西川　真理子 府中病院
紀本　創兵 和歌山県立医科大学付属病院
島田　健 玉井病院
青木　陽平 和歌山県立医科大学付属病院
渡邉　祥奈 大阪はびきの医療センター
稲田　光亮 済生会中津病院
上田　大輔 市立岸和田市民病院
今西　慶自 市立岸和田市民病院
小川　翔士 市立岸和田市民病院
合田　杏佑 市立岸和田市民病院
福田　郁夫 近畿大学病院
木村　絵梨 近畿大学病院
蘆原　知子 南大阪病院
田中　章博 PL病院
髙木　克規 PL病院
荻原　哲 PL病院
髙木　雄貴 PL病院
大島　至郎 大阪南医療センター
大屋　健 大阪南医療センター
芦田 美緒 大阪南医療センター
柴田　真友子 大阪南医療センター
上田　知加 大阪南医療センター
佐藤　諄之介 大阪南医療センター
芝元　心一 大阪南医療センター

第12回大阪府済生会吹田病院緩和ケア研修会

令和3年12月4日
済生会吹田病院

豊能二次医療圏緩和ケア研修会

令和3年12月12日
市立豊中病院

第8回 多根総合病院 緩和ケア研修会

令和4年2月26日
多根総合病院

第13回泉州緩和ケア研修会

令和4年3月5日
市立岸和田市民病院

 南河内二次医療圏・第１３回緩和ケア研修会

令和4年3月12日
大阪南医療センター
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氏名 所属 受講研修

石原　誠都 大手前病院
髙島　朗人 大手前病院
合田　智彦 大手前病院
柴田　知映 大手前病院
可兒　奈穂 大手前病院
植田　典子 堺市立総合医療センター
羽田　美沙祈 堺市立総合医療センター
山際　優子 堺市立総合医療センター
山中　諒 堺市立総合医療センター
倉田　菜央 堺市立総合医療センター
山口　峻市 堺市立総合医療センター
上野　裕美子 堺市立総合医療センター
平井　信登 堺市立総合医療センター
辻　泉穂 堺市立総合医療センター
矢野　愛華 堺市立総合医療センター
シリ　ヤナ 堺市立総合医療センター
磯江　康宏 堺市立総合医療センター

 2021年度大手前病院緩和ケア研修会

令和4年3月19日
大手前病院

堺市立総合医療センター　緩和ケア研修会

令和4年3月26日
堺市立総合医療センター
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敬称略
氏名 所属 受講研修

松本　尚美 耳原総合病院

第2回　耳原総合病院　緩和ケア研修会

令和3年5月22日
耳原総合病院

上城　美帆 市立ひらかた病院
川島　智津 市立ひらかた病院
辻村　佳子 大野記念病院
森本　道子 地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療センター
山本　典子 大阪市立十三市民病院

道脇　佳代 大阪赤十字病院

木場　祥子 大阪赤十字病院

水野　正恵 大阪赤十字病院

吉田　道治 東住吉森本病院

第4回東住吉森本病院緩和ケア研修会

令和3年7月11日
東住吉森本病院

古田　愛美 大阪市立大学医学部附属病院

原林　六華 大阪市立大学医学部附属病院

金田　雅大 和泉市立総合医療センター
岸田　博喜 和泉市立総合医療センター
木下　由貴 和泉市立総合医療センター
坂本　竜平 和泉市立総合医療センター
佐々木　綾香 和泉市立総合医療センター
城村　直人 和泉市立総合医療センター
中川　嚴子 和泉市立総合医療センター
船間　ひとみ 和泉市立総合医療センター
牧野　久留美 和泉市立総合医療センター
渡邉　有香 和泉市立総合医療センター
平安　真季 大阪労災病院
太田　紗理 大阪労災病院
嶋本　彩加 大阪労災病院
梶原　七海 大阪労災病院
戸田　有美 大阪労災病院
明崎　幸仁 大阪労災病院
左手　裕美 大阪労災病院
北村　康代 耳原鳳クリニック

中田　玲奈 大阪国際がんセンター

奥野　亜弓 大阪国際がんセンター

木下　翔太 大阪国際がんセンター

梅本　由里子 関西電力病院
甲斐　美穂 関西電力病院
岸本　諭美 関西電力病院
山本　千代子 関西電力病院
長谷　郁美 関西電力病院
山本　耕大 関西電力病院
飯田　真実子 関西電力病院
白石　雅子 関西電力病院
西田　修司 関西電力病院
荒木　悠 関西電力病院
野中　真代 つながる訪問看護ステーション
上杉　明里 ベルランド総合病院
松田　奈々 ベルランド総合病院
印具　未喜 ベルランド総合病院
平石　孝洋 ベルランド総合病院
松葉　美咲 ベルランド総合病院
葉山　由妃子 ベルランド総合病院
森田　めぐみ 松原徳州会病院
山﨑　恭平 市立吹田市民病院
西山　真琴 市立吹田市民病院
谷口　園代 市立吹田市民病院
浅田　知子 市立吹田市民病院
和田　僚子 市立吹田市民病院
渡部　久美 市立吹田市民病院
竹内　裕美子 市立吹田市民病院
中川　玲菜 淀川キリスト教病院
深見　安希 淀川キリスト教病院
井上　聖夜子 淀川キリスト教病院
内本　典子 淀川キリスト教病院
奥澤　文敏 淀川キリスト教病院
西田　未奈 淀川キリスト教病院
鈴川　悠利愛 淀川キリスト教病院
小林　奈央 淀川キリスト教病院
藤井　佑紀 淀川キリスト教病院
岡田　早苗 市立東大阪医療センター
木下　綾花 市立東大阪医療センター
栗本　あゆ美 市立東大阪医療センター
前田　知哉 市立東大阪医療センター
永吉　沙希子 市立東大阪医療センター
田中　優里 市立東大阪医療センター
山本　貴大 市立東大阪医療センター

緩和ケア研修会
-PEACEプロジェクト大阪2021-

令和3年9月23日
淀川キリスト教病院

２０２１年度　市立東大阪医療センター
緩和ケア研修会

令和3年9月25日
市立東大阪医療センター

令和３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

第13回ベルランド総合病院
・緩和ケア研修会

令和3年9月12日
ベルランド総合病院

大阪国際がんセンター緩和ケア研修会

令和3年8月29日
大阪国際がんセンター

第9回　関西電力病院緩和ケア研修会

令和3年9月4日
関西電力病院

第5回市立ひらかた病院緩和ケア研修会

令和3年6月26日
市立ひらかた病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会
令和3年7月3日
大阪赤十字病院

２０２１年度　大阪労災病院
緩和ケア研修会

令和3年8月28日
大阪労災病院

大阪市立大学医学部附属病院緩和ケア研修会

令和3年7月25日
大阪市立大学医学部附属病院

第3回　和泉市立総合医療センター　緩和ケア研修会

令和3年8月7日
和泉市立総合医療センター

市立吹田市民病院緩和ケア研修会

令和3年9月18日
市立吹田市民病院
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氏名 所属 受講研修

清水　彩加 大阪医療センター

安原　加奈 大阪医療センター

江口 美知代 医療法人光風会 江口医院
千頭 真由子 医療法人光風会 江口医院
輪野 隆代 大阪府済生会泉尾病院
土田 未希 大阪府済生会泉尾病院
長見 千里 大阪府済生会泉尾病院
遠藤 早映子 大阪府済生会泉尾病院
根来 雅子 大阪府済生会泉尾病院
淋 昌子 大阪府済生会泉尾病院
東 倫子 大阪府済生会泉尾病院

池田 祥子 大阪市立十三市民病院

野瀬 美郷 大阪市立十三市民病院

山本 侑記 協和薬局

宮本 姫 住友病院

妹尾　繁美 八尾市立病院

勝野　真由美 八尾市立病院

椙山　望 八尾市立病院

林　祐貴 大阪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

令和3年11月14日
大阪大学医学部附属病院

山田　真由 済生会吹田病院
市村　安佑梨 済生会吹田病院
松村　くるみ 済生会吹田病院
川久保　綾乃 済生会吹田病院
須山　真衣 済生会吹田病院
長池　祐太 済生会吹田病院

森本 明美 多根総合病院

第8回 多根総合病院 緩和ケア研修会

令和4年2月26日
多根総合病院

山本　由希子 出水クリニック

下村　幸恵 吉川病院

岸本 一希 市立岸和田市民病院

富永　たか子 松原徳洲会病院

藤村　千紗 松原徳洲会病院

丸山　加耶 大阪南医療センター

我妻　喜久子 大手前病院

玉田　孟德 大手前病院

橋本　貴子 堺市立総合医療センター
武田　莉奈 堺市立総合医療センター
古川　茉奈 堺市立総合医療センター
山下　凱世 堺市立総合医療センター
田中　友菜 堺市立総合医療センター
山下　幸大 堺市立総合医療センター

八尾市立病院緩和ケア研修会

令和3年10月30日
八尾市立病院

第12回大阪府済生会吹田病院緩和ケア研修会

令和3年12月4日
済生会吹田病院

第8回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

令和3年10月9日
泉尾病院

高槻赤十字病院緩和ケア研修会

令和3年10月17日
高槻赤十字病院

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3年10月2日
大阪医療センター

千船病院緩和ケア研修会

令和3年10月16日
千船病院

堺市立総合医療センター　緩和ケア研修会

令和4年3月26日
堺市立総合医療センター

第13回泉州緩和ケア研修会

令和4年3月5日
市立岸和田市民病院

 南河内二次医療圏・第１３回緩和ケア研修会

令和4年3月12日
大阪南医療センター

 2021年度大手前病院緩和ケア研修会

令和4年3月19日
大手前病院
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