
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

北田　正治 北田医院
良原　久雄 良原診療所
片山　雅己 かたやまクリニック
前田　史一 まえだクリニック
酒井　泰征 酒井診療所
松本　淳 松本内科クリニック
早石　誠 早石病院
栗林　マリサ 大阪ブレストクリニック
中島　静一 中島クリニック
長田　栄一 長田医院
梅田　信一郎 梅田クリニック
灘波　良信 国立病院機構刀根山病院
各務　慎一 国立病院機構刀根山病院
高塚　聡 大阪市立十三市民病院
綛野　進 長吉総合病院
多田　正晴 北野病院
仲原　正明 大阪警察病院
豊　洋次郎 北野病院
桒田　敦 国立病院機構あわら病院
川上理郎 国立病院機構大阪医療センター
有家　巧 国立病院機構大阪医療センター
池永雅一 国立病院機構大阪医療センター
安井昌義 国立病院機構大阪医療センター
中森　正二 国立病院機構大阪医療センター
高見康二 国立病院機構大阪医療センター
辻江　正徳 国立病院機構大阪医療センター
眞能正幸 国立病院機構大阪医療センター
松井　浩史 国立病院機構大阪医療センター
天野　栄三 国立病院機構大阪医療センター
廣常秀人 国立病院機構大阪医療センター
濵　卓至 国立病院機構大阪南医療センター
池永昌之 淀川キリスト教病院　
川島正裕 岸和田市民病院　
岡田圭司 高槻赤十字病院　
原　聡 近畿大学附属病院　
林　昇甫 市立豊中病院　
柏木雄次郎 大阪府立成人病センター　
江村成就 大阪鉄道病院　
吉田哲彦 国立病院機構大阪医療センター
大政　貢 北野病院
橋田　裕毅 北野病院
長谷川　吉則 済生会中津病院
和田　純子 公道会病院
道上　慎也 今里胃腸病院
松尾　美由起 松尾クリニック
正木　初美 正木クリニック
山寺　慎一 菜の花診療所
濱本　裕美 市立岸和田市民病院
磯田　健太 済生会野江病院
野﨑　俊一 外科野崎病院
宮　芳久 東淀川病院
来田　誠 国分病院
片岡　幸三 大阪赤十字病院
石川　彰 大阪赤十字病院
山﨑　順久 大阪赤十字病院
川田　有希子 大阪赤十字病院
奥村　公一 大阪赤十字病院
松田　史博 大阪赤十字病院
中島　潤 大阪赤十字病院
山中　崇弘 大阪赤十字病院
伊達　泰彦 大阪赤十字病院
圓尾　隆典 大阪赤十字病院
吉村　千恵 大阪赤十字病院

平成21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

大阪医療センター緩和ケア
研修会

平成21年４月18、19日
大阪医療センター

大阪赤十字病院　大阪府緩
和ケア研修会

平成21年４月25、26日
大阪赤十字病院



氏名 所属 受講研修

岡田　日佳　 オカダ医院
南　吉一 在宅ホスピスあおぞら
大井　節子 坂井医院　
水谷　智 みどり診療所　
清田　俟子 清田医院　
木下　義久 染矢クリニック
吉田　毅 吉田医院
中西　美保 星ヶ丘厚生年金病院
一色　百合子 一色クリニック
鎌田　喜代志 星ヶ丘厚生年金病院
野村　二郎 わかくさ竜間リハビリテーション病院
有本　裕一 大阪市立総合医療センター
大庭　宏子 大阪市立住吉市民病院　
久保　絵美 市立豊中病院　
小澤　孝幸 市立豊中病院　
永田　輝義 永田医院
早田　敏 宝持会　池田病院
田中　祐尾 田中医院
浅井　康友 友美会　浅井クリニック
三嶋　恭子 国立大阪医療センター
酒井　宏純 酒井医院
岡本　雅之 岡本内科医院
小川　明孝 小川クリニック
富永　宗近 富永クリニック
松浦　文昭 松浦医院
西嶌　準一 東大阪市立総合病院
宮崎　知 東大阪市立総合病院
岡　　 義雄 東大阪市立総合病院
猿喰　浩子 東大阪市立総合病院
飯尾　　 元　 東大阪市立総合病院
塩塚　洋一 東大阪市立総合病院
古妻　康之 東大阪市立総合病院
池田　昌人 東大阪市立総合病院
岡田　博司 東大阪市立総合病院
清水　弦 東大阪市立総合病院
山﨑　正美 東大阪市立総合病院
永井　翼 東大阪市立総合病院
斎藤　仁美 東大阪市立総合病院
俵　 　誠一 東大阪市立総合病院
福田　聡子 東大阪市立総合病院
高田　早苗 東大阪市立総合病院
末廣　佑子 東大阪市立総合病院
片山　絵美子 東大阪市立総合病院
西澤　美嶺 東大阪市立総合病院
木村　康義 東大阪市立総合病院
神原　留美
岡田　睦実 高槻赤十字病院
冨永　正夫 冨永クリニック
北　英夫 高槻赤十字病院
藤村　圭祐 藤村医院
千葉　渉 高槻赤十字病院
安達　克郎 茨木診療所
髙　忠之 田附興風会　医学研究所　北野病院
内山　卓 田附興風会　医学研究所　北野病院
玉田　尚 高槻赤十字病院
熊谷　広治 高槻赤十字病院
山岸　洋 田附興風会　医学研究所　北野病院
井上　大生 田附興風会　医学研究所　北野病院
高橋　珠紀 高槻赤十字病院
萩原　里香 田附興風会　医学研究所　北野病院
伏屋　芳紀 高槻赤十字病院
寺澤　哲志 北摂総合病院
木元　道雄 高槻赤十字病院
河嶋　亨 小松病院
吉田　洋 大阪府立急性期総合医療センター
川島　正裕 市立岸和田市民病院
二宮　ひとみ 大阪医科大学付属病院
塚口　哲次 小松病院・クリニックこまつ在宅医療室
塚原　悦子 星ヶ丘厚生年金病院
德地　弘 高槻赤十字病院

北河内医療圏がん診療に携
わる医師に対する緩和ケア

研修会

平成21年５月16、17日
星ヶ丘厚生年金病院

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成21年６月６、７日
高槻赤十字病院

平成２１年度東大阪市立総
合病院緩和ケア研修会

平成21年５月30、31日
東大阪市立総合病院



氏名 所属 受講研修

国定　慶太 医療法人盈進会　岸和田盈進会病院
西尾　美奈子 財団法人田附興風会医学研究所　北野病院
刀山 五郎 社会医療法人きつこう会　多根総合病院
青野　悟志 大阪警察病院
太田　之博 大阪警察病院
中神　一雄 大阪府済生会　富田林病院
池宮　美佐子 大阪市保健所
米田　円 米田内科胃腸科
中谷　守一 特定医療法人景岳会　南大阪病院
廣田　佐栄子 社会医療法人愛仁会　高槻病院
森山 裕熙 社会医療法人協和会　加納総合病院
三木　康彰 医療法人三宝会　南港病院
八川　公爾 大阪市立　十三市民病院
徳山　治 大阪市立　総合医療センター
池田　裕子 大阪市立　総合医療センター
岡田　秀明 大阪市立　総合医療センター
隅蔵　智子 大阪市立　総合医療センター
大石　建三 大阪市立　総合医療センター
徳永　伸也 大阪市立　総合医療センター
金島　広 大阪市立　総合医療センター
三田　育子 大阪市立　総合医療センター
岡田　恵子 大阪市立　総合医療センター
森田　眞照 市立枚方市民病院
伊藤　章 医療法人　弘善会　弘善会クリニック
坪田　優 大阪赤十字病院
福地　浩三 公道会病院
江口　典孝 大阪府済生会泉尾病院
西森　武雄 育和会記念病院
大嶋　太郎 市立吹田市民病院
前谷　俊樹 北野病院
山本　幸子 大阪府立成人病センター
前田　耕路 北野病院
高　峰美 岸和田盈進会病院
北村　大 市立堺病院
田中　宏 東住吉森本病院
中江　史朗 大阪府済生会中津病院
渡辺　康則 大阪船員保険病院
沖代　奈央 大阪大学大学院医学系研究科
村本　記子 松尾クリニック
小林　祐子 北野病院
屋木　敏也 大阪府立成人病センター
吉田　栄宏 大阪府立成人病センター
松下　彰宏 大阪府健康医療部
西山　謹司 大阪府立成人病センター
中村　聡明 大阪府立成人病センター
藤田　昌弘 医療法人　藤田会　フジタ病院
鈴木　修 大阪府立成人病センター
船内　正裕 大阪府立成人病センター
畑　直成 畑内科クリニック
岩井　潤子 石原医院
中島　亜紀 中島内科胃腸科医院
趙　顕三 医療法人社団真希会　チョウクリニック
山田　良宏 （医）山田医院
田中　典子 たなか医院
佐々木　伸一 佐々木クリニック
西村　淳幸 西村医院
橋村　靜 （医）きらら会　橋村内科
小澤　幸人 （医）三幸会　小澤診療所
羽原　弘造 （医）桂信会　羽原病院
南　俊二 （社）寺田萬寿会　寺田萬寿病院
小泉　雅英 （医）小泉内科
下出　賀運 大阪鉄道病院　
高田　憲一 （医）若葉会　上田医院
中尾　吉孝 わかこうかい病院
橋村　俊英　 （医）きらら会　橋村内科
浅田　章 大阪市立大学医学部附属病院
坪庭　直樹 白鷺病院
竹田　晃 大阪府立急性期・総合医療センター
入江　孝延 大阪府立急性期・総合医療センター
石井　修二 大阪府立急性期・総合医療センター
田中　聡司 大阪府立急性期・総合医療センター
齋藤　義修 大阪府立急性期・総合医療センター
古元　淑子 大阪府立急性期・総合医療センター
井深　秦司 大阪府立急性期・総合医療センター
甲斐沼　孟 大阪府立急性期・総合医療センター
大野原　岳史 大阪府立急性期・総合医療センター
黒岡　正之 （医）三宝会　南港病院

大阪府立成人病センター緩
和ケア研修会

平成21年６月27、28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21年７月４、５日
大阪府立急性期・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21年６月13、14日
大阪市立総合医療センター



氏名 所属 受講研修

坂口　聡 大阪南医療センター
良田　雅紀 溝口医院
広部　尚武 広部クリニック
米本　千春 市立奈良病院
西田　純子 にしだJクリニック
真嶋　敏光 真嶋医院
長野　正広 長野クリニック
島　盛隆 市立岸和田市民病院
岩本　守市良 市立岸和田市民病院
毛利　隆 三和病院
前田　博康 前田内科クリニック
中道　登 中道胃腸科
深谷　俊郎 深谷医院
浦田　尚巳 うらたクリニック
小嶋　善春 横山病院
奥　憲一 奥医院
古妻　恭子 聖愛クリニック
平野　鉄也 平野医院
中嶋　正博 大阪歯科大学  口腔外科学第二講座
紺谷　忠司 高石藤井病院
栗原　尊政 くりはら内科クリニック
水野　礼 市立岸和田市民病院
藤　浩明 市立岸和田市民病院
西畑　雅也 市立岸和田市民病院
田中　裕一 市立岸和田市民病院
岡田　圭司 高槻赤十字病院
濵　卓至 国立病院機構大阪南医療センター
北田　拓也 和泉市立病院
後明　郁男 彩都友紘会病院
原　聡 近畿大学医学部附属病院
米本　重夫 市立岸和田市民病院
巽　純子 巽クリニック
数尾　展 数尾診療所
山本　哲夫 山本医院
二見　国彦 二見クリニック
山田　和紀 新堂診療所
山口　竜司 山口診療所
久永　學 矢木クリニック
保田　晃宏 ヤスダクリニック
池田　桂三 池田内科医院
窪田　剛 富田林病院
内田　寿博 樫本病院
毛利　陽一 市立岸和田市民病院
井内　敬二 寺田萬寿病院
宇田　光伸 泉大津市立病院
小野　真意子 耳原総合病院
小谷百合子 大阪市立大学医学部附属病院
宮田妙子 大阪市立大学医学部附属病院
萩原千恵 大阪市立大学医学部附属病院
市川剛 ベルランド総合病院
田伏　克惇 大阪南医療センター
宮川　義仁 大阪南医療センター
石田　興一郎 大阪南医療センター
玉川　孝治 大阪南医療センター
姜　晋求 大阪南医療センター
射場　昭典 大阪南医療センター
坂口　聡 大阪南医療センター
高尾　香名 大阪労災病院
小林　岳彦 市立岸和田市民病院
橋本　俊朗 市立池田病院

南河内二次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成21年８月８、９日
大阪南医療センター

泉州緩和ケア研修会

平成21年７月11、12日
市立岸和田市民病院



氏名 所属 受講研修

野崎京子 野崎クリニック
福島光太郎 生江診療所
大林きよ子 医療法人香梅会マツイ医院
玉谷実智夫 玉谷クリニック
畑　茂樹 はたクリニック
大島民旗 ファミリークリニックなごみ
垣田　剛 かきたクリニック
稲井理仁 大阪キタホームケアクリニック
髙沢健一郎 たかさわ内科クリニック
西田ヒロ子 神田マタニティークリニック
麻田博輝 もみじ在宅診療所
寺島　毅 加納総合病院外科
里見英子 泰仁会　白山病院
元根正晴 国立刀根山病院内科
松田友彦 耳原総合病院
藤原　寛 淀川キリスト教病院
豊川晃弘 淀川キリスト教病院
紙森隆雄 淀川キリスト教病院
岩田暢子 淀川キリスト教病院
重岡　靖 淀川キリスト教病院
藤田光一 淀川キリスト教病院
山道　拓 淀川キリスト教病院
今井堅吾 淀川キリスト教病院
児玉智之 淀川キリスト教病院
緒林　誠 おばやしクリニック
植原敏勇 植原医院
北澤あかり 淀川キリスト教病院
吉川美喜子 音羽病院
椋棒正昌 淀川キリスト教病院
木村　佳人 市立岸和田市民病院
前田　宗之 河崎病院
南　誠剛 大阪警察病院
安田　雅章 安田クリニック
中島　正好 なかしま内科クリニック
巽　雄三 たつみクリニック
小西　公輝 小西クリニック
中井　昭宏 ナカイクリニック
上田　幹子 済生会野江病院
三条　裕泰 三条クリニック
藤原　駿朗 藤本病院
山本　嘉一郎 近畿大学医学部堺病院
坂　宗久 大阪暁明館病院
青野　奈々 近畿中央胸部疾患ｾﾝﾀｰ
内藤　哲郎 金岡病院
新宮　雅 新宮診療所
太田　俊輔 太田医院
武田　晃司 大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ
中尾　桂子 近畿中央胸部疾患ｾﾝﾀｰ
中野　佳世 中野外科内科医院
前川　昌平 大阪労災病院
金　鏞国 大阪労災病院
山﨑　広之 大阪労災病院
川邉　圭一 医療法人弘生会老寿サナトリウム
鹿島　洋一 医療法人新仁会新仁会病院
西岡　孝純 社会医療法人愛風病院
岩井　謙仁 和泉市立病院
寺内　誠司 新金岡豊川総合病院
前田　重成 医療法人順心会前田クリニック
大和　宗久 大和診療所
坂口　隆啓 坂口医院
森川　栄司 森川クリニック
石倉　保彦 石倉医院
北田　茉里 近畿大学医学部附属病院
高瀬　直人 市立吹田市民病院
笹川　廣和 市立吹田市民病院
多久和　晴子 財団法人田附興風会医学研究所北野病院
天道　正成 市立柏原病院
土生　裕史 医療法人健真会はぶ医院
庄野　潤 医療法人良秀会高石藤井病院
冨永　敏治 国立病院機構大阪南医療センター
椿原　秀明 国立病院機構大阪南医療センター
正垣　直樹 近畿大学医学部附属病院
湯上　春樹 近畿大学医学部附属病院
松永　和秀 近畿大学医学部附属病院
人見　佳枝 近畿大学医学部附属病院
谷﨑　潤子 近畿大学医学部附属病院
武田　真幸 近畿大学医学部附属病院
牧村　ちひろ 近畿大学医学部附属病院
東　公一 近畿大学医学部附属病院
小牧　孝充 近畿大学医学部附属病院
古田　訓丸 市立吹田市民病院

大阪労災病院緩和ケア研修
会

平成21年８月22、23日
大阪労災病院

近畿大学緩和ケア研修会

平成21年８月29、30日
近畿大学医学部附属病院

緩和ケア研修会-PEACE プ
ロジェクト大阪2009

平成21年８月15、16日
淀川キリスト教病院



氏名 所属 受講研修

植木　澄子 生野東養護老人ホーム
松岡　賢光 松岡医院
板金　広 いたがねファミリ-クリニック
宮﨑　晶夫 宮﨑医院
西平　香代 なんば南藤吉医院
岸田　泰弘 岸田内科
呉　　 海龍 医療法人　聖徳会　勝山北クリニック
山田　一　 山田クリニック
大山 司 大阪警察病院
河相 直樹 大阪警察病院
須田 貴広 大阪警察病院
仲谷 健史 大阪警察病院
柳 健太郎 大阪警察病院
種田　建史 大阪警察病院
玉井　皓己 大阪警察病院
大谷　陽子 大阪警察病院
柳本　喜智 大阪警察病院
浜川　卓也 大阪警察病院
谷尻　力 関西医科大学附属枚方病院 
鳥居芳太郎 関西医科大学附属枚方病院 
藤田真也 関西医科大学附属枚方病院 
山口　繭 関西医科大学附属枚方病院 
野田幸弘 関西医科大学附属枚方病院 
吉田秀行 関西医科大学附属枚方病院 
高橋完治 関西医科大学附属枚方病院 
山本智久 関西医科大学附属枚方病院 
齊藤朋人 関西医科大学附属枚方病院 
三宅省吾 関西医科大学附属枚方病院 
野田佳織 関西医科大学附属枚方病院 
大江秀一 関西医科大学附属枚方病院 
中川雅之 関西医科大学附属枚方病院 
藤澤琢郎 関西医科大学附属枚方病院 
小島博之 関西医科大学附属枚方病院 
中村友美 関西医科大学附属枚方病院 
林　佳子 関西医科大学附属枚方病院 
増澤宗洋 関西医科大学附属枚方病院 
山崎悦子 関西医科大学附属枚方病院 
久保古寿江 関西医科大学附属枚方病院 
柴田斉子 関西医科大学附属枚方病院 
三宅　岳 関西医科大学附属枚方病院 
角田貴代美 関西医科大学附属枚方病院 
林　美奈 関西医科大学附属枚方病院 
福田正剛 関西医科大学附属枚方病院 
中野隆仁 関西医科大学附属枚方病院 
岩城隆二 済生会泉尾病院
和田　邦雄 邦和病院
新谷　真知子 しんたに内科クリニック
小田　明夫 小田クリニック
田村　陽市 田村内科
石田　秀之 いしだ医院
沈沢　政男 沈沢医院
藤田　環 藤田医院
河野　朗久 河野外科医院
加藤　仁 加藤クリニック
太田　勝也 市立堺病院
草田　義昭 市立堺病院
草田　詩恵 市立堺病院
松村　多恵 市立堺病院
吉田　全宏 市立堺病院
川崎　聡子 市立堺病院
古川　陽菜 市立堺病院
大城　智弥 市立堺病院
藪田　隆正 市立堺病院
尾田　一之 市立堺病院
淺田　全範 北野病院
有馬　靖佳 北野病院
上田　修吾 北野病院
加賀野井　純一 北野病院
志熊　啓 北野病院
島田　紗千子 北野病院
鈴木　進子 北野病院
西川　義浩 北野病院
福井　基成 北野病院
宮崎　嘉也 北野病院
八隅　秀二郎 北野病院
宮　浩久 東淀川病院
大饗　治子 オワエ診療所
柏井　三郎 かしいクリニック
大下　朋成 福島民主診療所
池岡　清光 池岡クリニック
尾崎　信弘 北野病院

大阪警察病院緩和ケア研修
会

平成21年９月12、13日
大阪警察病院

第１回　関西医科大学附属
枚方病院緩和ケア研修会

平成21年９月19、20日
関西医科大学附属枚方病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成21年９月26、27日
市立堺病院

大阪きた緩和ケア研修会

平成21年９月26、27日
北野病院



氏名 所属 受講研修

泉本源太郎 泉本医院
木村文雄 木村医院
石井貴子 市立泉佐野病院
小林俊司 市立泉佐野病院
青柳慶憲 高石藤井病院
泉谷良 泉谷クリニック
大野壮史 市立泉佐野病院
古川佳央 府中病院
和田希美 和田病院
中山セツ子 寺田万寿病院
中辻美香 八尾徳洲会総合病院
高野邦子 市立泉佐野病院　
矢木崇善 矢木クリニック
飯干泰彦 市立泉佐野病院
樽谷　英ニ 樽谷医院
谷口勝俊 谷口クリニック
岸本朋也 市立泉佐野病院
小北　晃弘 市立泉佐野病院
奥田　直樹 市立泉佐野病院
井辺浩行 いんべさくらクリニック
原　聡 近畿大学医学部附属病院
川島　正裕 市立岸和田市民病院
北田　拓也 和泉市立病院
家永　徹也 高槻病院
松森　良信 高槻病院
向井　友一郎 千船病院
大野　恭太 千船病院
佐野村　誠 北摂総合病院
磯島　さおり 愛仁会リハビリテーション病院
城谷　知彦 高槻病院
植野　望 高槻病院
川村　吉彦 高槻病院
志柿　泰弘 高槻病院
石川　翔一 高槻病院
門田　智裕 高槻病院
川口　智美 高槻病院
小泉　正人 高槻病院
徳永　俊太郎 高槻病院
堀江　里奈 高槻病院
笠 松 美 宏 松下記念病院　呼吸器科
宮 﨑 悦 子 （医）道仁会　道仁会病院
坂 口 博 美 坂口内科
小 原 大 枝 大阪大学大学院医学研究科
大 橋 一 朗 阪南中央病院　外科
楠 大 弘 大阪医科大学附属病院
室 谷 益 代 室谷クリニック
東 英 子 （医）英進会　良本循環器内科
井 上 美 佐 北原医院
宮 脇 晴 彦 しんあい東診療所
野 口 明 則 松下記念病院　
沖 田 美 香 松下記念病院　
長 尾 泰 孝 松下記念病院　
森 田 吉 恵 松下記念病院
日 比 野 慶 子 松下記念病院
松 浦 潤 松下記念病院
朴 将 源 松下記念病院
安 田 知 代 松下記念病院
近 藤 実 松下記念病院
土 橋 麻 由 子 松下記念病院
金 山 拓 誉 松下記念病院
田 中 恵 梨 子 松下記念病院
岡田　日佳 オカダ医院
大坪　正敏 大坪医院
澤田　出 澤田整形外科医院
堀井　勝彦 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
吉川　浩之 ＫＫＲ大手前病院　
村越　誉 愛仁会千船病院　
武田　聡士 近畿大学医学部堺病院　
塚尾　祐貴子 ＮＴＴ西日本大阪病院　
石田　幸子 東住吉森本病院　
城　順也 若草第一病院　
中尾　昭治 サンガーデン府中　
木村　健二郎 府中病院
梁　尚志 ベルランド総合病院　
伊藤　哲二 ベルランド総合病院　
井上　清俊 ベルランド総合病院　
森田　隆平 ベルランド総合病院　
出村　公一 ベルランド総合病院　
山本　昌明 ベルランド総合病院　
山本　香澄 ベルランド総合病院　
和田　健作 ベルランド総合病院　
平山　公美子 ベルランド総合病院　
佐々木　貴英 ベルランド総合病院　
三谷　誠一郎 ベルランド総合病院　
酒部　克 東住吉森本病院　

ベルランド総合病院・緩和
ケア研修会

平成21年10月24、25日
ベルランド総合病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成21年10月10、11日
愛仁会高槻病院

2009年　北河内二次医療圏
緩和ケア研修会

平成21年10月17、18日
松下記念病院

りんくう緩和ケア研修会

平成21年10月３、４日
りんくう総合医療センター

市立泉佐野病院



氏名 所属 受講研修

浅石　健 大阪医科大学
飯田　亮 北摂総合病院
井口　宗威 大阪医科大学
伊藤　志保 大阪医科大学
川上　研 大阪医科大学
川口　浩史 大阪医科大学
川端　信司 大阪医科大学
紀　貴之 大阪医科大学
高橋　良明 大阪医科大学
高山　文美 大阪医科大学
高城　武嗣 北摂総合病院
瀧井　道明 大阪医科大学
辰巳　智章 枚方市民病院
中村　敬彦 大阪医科大学
楢林　賢 大阪医科大学
原田　智 大阪医科大学
藤澤　玲子 大阪医科大学
邉見　雄二郎 大阪医科大学
本庄　紋佳 大阪医科大学
舛田　誠二 第一東和会病院
三木　高平 大阪医科大学
四本　仁寛 北摂総合病院
吉川　大和 大阪医科大学
渡邊　牧代 高槻赤十字病院
川口　哲史 大阪医科大学
鈴村　倫弘 大阪市立大学医学部附属病院
永原　央 大阪市立大学医学部附属病院
栄　政之 大阪市立大学医学部附属病院
鶴田　大輔 大阪市立大学医学部附属病院
福田　武史 大阪市立大学医学部附属病院
井口　太郎 大阪市立大学医学部附属病院
倭　和美 大阪市立大学医学部附属病院
西本　光孝 大阪市立大学医学部附属病院
市原　弘善 府中病院
藤谷　洋太朗 大阪府済生会中津病院
谷内　岩男 龍神堂医院
前田　晃 喜馬病院
三上　慎一 大東中央病院　
竹村　哲 今里胃腸病院
澤田　隆吾 和泉市立病院
髙　相進 蒲生厚生診療所
鳥山　武彦 医療法人京昭会　ツヂ病院
古瀬　ゑみ 医療法人有光会　サトウ病院
吉田　ひろみ 大阪福祉事業財団　すみれ病院
田中　千賀 大阪市立　総合医療センター
木岡　清英 大阪市立　総合医療センター
寺田　愛子 大阪市立　総合医療センター
駄賀　晴子 大阪市立　総合医療センター
東　孝 大阪市立　総合医療センター
吉村　政樹 大阪市立　総合医療センター
池田　克実 大阪市立　総合医療センター
櫻井　克宣 大阪市立　総合医療センター
山中　一浩 大阪市立　総合医療センター
池原　照幸 大阪市立　総合医療センター
半羽　宏之 大阪市立　北市民病院
平良　高一 大阪市立　総合医療センター
中本　達夫 大阪市立　住吉市民病院
文田　壮一 大阪市立　総合医療センター
根引　浩子 大阪市立　総合医療センター
大杉　夕子 大阪市立　総合医療センター
藤原　有史 大阪市立　十三市民病院
朴　永東 大阪市立　総合医療センター
黒田　卓 大阪市立　総合医療センター
田中　彩子 大阪市立　総合医療センター
中井　隆志 大阪市立　総合医療センター
牧野　哲也 大阪市立　総合医療センター
宮本　奈津子 大阪市立　総合医療センター
吉井　由美 大阪市立　総合医療センター
進藤　嘉一 大阪市立　北市民病院
江角　晃治 えずみクリニック
田村　陽市 田村内科
大城　良太 大阪大学大学院
酒井　清裕 近畿大学医学部堺病院
壹岐　陽一 市立堺病院
奥　久徳 市立堺病院
今村　博司 市立堺病院
川端　良平 市立堺病院
山本　敏也 市立堺病院
森本　泰成 市立堺病院
塚本　祐己 市立堺病院
佐々木　真一 市立堺病院

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成22年1月30、31日
大阪市立総合医療センター

市立堺病院緩和ケア研修会

平成22年２月20、21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22年１月21、22日
大阪市立大学医学部附属病

院

三島医療圏緩和ケア研修会

平成21年11月21、22日
大阪医科大学附属病院



氏名 所属 受講研修

岩井　聡一　 大阪大学大学院歯学研究科
西本　哲郎 ＮＴＴ西日本大阪病院
墨　哲郎 大阪大学歯学部附属病院
花田　留美 大阪大学医学部附属病院
林　義人 大阪大学大学院医学系研究科
西田　勉 大阪大学医学部附属病院
太田　忠信 生長会府中病院
徳田　光章 医療法人とくだクリニック
岡田あすか 済生会吹田病院　
阪上　由香子 大阪大学大学院医学系研究科
藤戸　章　 大阪府済生会吹田病院
松本　淳子 大阪府済生会吹田病院
佐藤　誠也 大阪府済生会吹田病院
壁下　康信 美原病院精神科
高橋 良 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

平成22年３月６、７日
大阪大学医学部附属病院



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

上田　純子 国立病院機構　大阪医療センター
道川　綾加 国立病院機構　大阪医療センター
井上　敦介 国立病院機構　大阪医療センター
松山　和代 国立病院機構　大阪医療センター
森田　眞子 国立病院機構　大阪医療センター
西野　万寿子 国立病院機構　大阪医療センター
四方　文子 国立病院機構　大阪医療センター
川上　起久子 国立病院機構　大阪医療センター
斉藤　明音 国立病院機構　大阪医療センター
福井　好枝 国立病院機構　大阪医療センター
東　さやか 国立病院機構　大阪医療センター
櫛田　宏幸 国立病院機構　大阪医療センター
水戸　祥江 国立病院機構　大阪医療センター
伊藤　千鶴子 城東区医師会訪問看護ステーション
片岡　桂子 訪問看護ステーションしほう
黒井　久子 北野病院
池田　順子 中津病院
小山　陽子 公道会病院
八田　花奈 今里胃腸病院
矢田　みゆき 松尾クリニック
野寺　直美 正木クリニック
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
鳥井　祥子 大阪赤十字病院
吉岡　訓子 大阪赤十字病院
谷口　和子 大阪赤十字病院
友田　裕介 かえで薬局
濵本　和子 千里丘協立診療所
兼松　眞澄 済生会茨木病院
栗林　里子 済生会茨木病院
中家　聖子 済生会茨木病院
森　宏幸 総合医療センター
山崎　直樹 総合医療センター
宮脇　和子 総合医療センター
福万　敦子 総合医療センター
真津野　佳子 住吉市民病院
天野　満里子 総合医療センター
片岡　忍 総合医療センター
村口　さつき 国立病院機構大阪南医療センター
森山　めぐみ 近畿大学医学部附属病院
小山　富美子 近畿大学医学部附属病院
堀内　ナギサ 市立岸和田市民病院
狩谷　佳寛 市立岸和田市民病院

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成21年６月13、14日
大阪市立総合医療センター

泉州緩和ケア研修会

平成21年７月11、12日
市立岸和田市民病院

平成21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

大阪医療センター緩和ケア
研修会

平成21年４月18、19日
大阪医療センター

大阪赤十字病院　大阪府緩
和ケア研修会

平成21年４月25、26日
大阪赤十字病院

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成21年６月６、７日
高槻赤十字病院



氏名 所属 受講研修

布野　智美 国立病院機構　刀根山病院　
神谷　明子 国立病院機構　大阪南医療センター
村口　さつき 国立病院機構　大阪南医療センター
内藤　潤 国立病院機構　近畿胸部疾患センター
田路　章博 国立病院機構　大阪南医療センター
田村　彰子 国立病院機構　大阪南医療センター　
堀川　裕子 国立病院機構　近畿胸部疾患センター
井川　希 国立病院機構　大阪南医療センター
濵　寛子 国立病院機構　大阪南医療センター
日保　ヒサ 国立病院機構　近畿胸部疾患センター
雑賀　仁美 関西医科大学枚方病院
古村　洋子 関西医科大学枚方病院
水家　健太郎 関西医科大学枚方病院
篠原　良実 関西医科大学枚方病院
松本　亜由美 関西医科大学枚方病院
高谷　明美 関西医科大学枚方病院
大島　真弓 関西医科大学枚方病院
岩本　真由子 関西医科大学枚方病院
宇井　昌史 関西医科大学枚方病院
角森　恭子 関西医科大学香里病院

松本　明子 財団法人田附興風会医学研究所　北野病院
大阪きた緩和ケア研修会

平成21年９月26、27日
北野病院

南口　崇 野上病院
下村  恭子 市立泉佐野病院
乾　弘美 野上病院
土山　あつみ 三杉内科
東　志穂 市立泉佐野病院
中　優子 市立泉佐野病院
宮本　潤子 市立泉佐野病院
渡邊　久代 市立泉佐野病院
竹下　雅子 市立泉佐野病院

西川　直樹 高槻病院
高槻病院緩和ケア研修会
平成21年10月10、11日

愛仁会高槻病院
肥塚　真由美 松下記念病院
田中　双美 住吉市民病院
田中　雅重 総合医療センター
小嶋　留美 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22年1月30、31日
大阪市立総合医療センター

第１回　関西医科大学附属
枚方病院緩和ケア研修会

平成21年９月19、20日
関西医科大学附属枚方病

院

南河内二次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成21年８月８、９日
大阪南医療センター

りんくう緩和ケア研修会

平成21年10月３、４日
りんくう総合医療センター

市立泉佐野病院


