
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

佐野　徹明 さの内科医院
西尾　太宏 済生会野江病院
垣見　亮 関西電力病院
金　成弼 中和会　中西医院
伊東　通裕 東成病院
稲山　正人 医療法人社団有隣会　東大阪病院
井ノ本　琢也 済生会野江病院
岡田　俊裕 大阪赤十字病院
中島　研郎 大阪赤十字病院
花岡　健司 大阪赤十字病院
堤　尚史 大阪赤十字病院
中村　知志保 大阪赤十字病院
藤井　紀恵 大阪赤十字病院
金坂　卓 大阪赤十字病院
石川　哲朗 大阪赤十字病院
小松　優治 医療法人明生会　明生病院
新居　敏 大阪赤十字病院
正岡　亜子 大阪赤十字病院
瓦林　令奈 大阪赤十字病院
安　辰一 ﾍﾞﾙﾗﾝﾄﾞ総合病院　
伯耆　徳之 ﾍﾞﾙﾗﾝﾄﾞ総合病院　
長谷川　義展 ﾍﾞﾙﾗﾝﾄﾞ総合病院　
河合　泰博 医療法人美杉会　佐藤病院
生島　裕文 富田林病院
喜多岡　雅典 (医)喜多岡医院
光林　茂 光林クリニック
片岡　威博 寺田町整形外科
村田　秀穂 医療法人穂翔会　村田病院
原之村　博 はらのむら外科胃腸科クリニック
松宮　清美 大阪警察病院　
中村　恵 大阪警察病院　
竹内　美子 大阪警察病院　
増田　智丈 大阪警察病院　
清水　希容子 大阪警察病院　
須賀　一普 すが医院
長田　哲雄 枚岡病院
荒井　克己 荒井医院
城野　修一 城野内科医院
甲野　拓郎 甲野クリニック
文元　雄一 富田林病院
田中　佐也子 医仁会　藤本病院
富永　修盛 東大阪市立総合病院
小林　一三 東大阪市立総合病院
福地　成晃 東大阪市立総合病院
山木　良一 東大阪市立総合病院
辻川　浩三　 東大阪市立総合病院
前原　将男 東大阪市立総合病院
中西　隆司 東大阪市立総合病院
佐藤　誠久 東大阪市立総合病院
小川　恵 東大阪市立総合病院
山口　利朗 東大阪市立総合病院
石見　亜矢 東大阪市立総合病院
山戸　章行 東大阪市立総合病院
石垣　和彦 東大阪市立総合病院
梅田　卓郎 東大阪市立総合病院
菅生　貴仁 東大阪市立総合病院
長岡　慧 東大阪市立総合病院

平成23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

大阪赤十字病院緩和ケア研
修会

平成23年４月16、17日
大阪赤十字病院

大阪警察病院緩和ケア研修
会

平成23年４月29、30日
大阪警察病院

平成２３年度東大阪市立総
合病院緩和ケア研修会

平成23年５月14、15日
東大阪市立総合病院



氏名 所属 受講研修

難波　繁伸 難波クリニック
山本　紀彦 やまもとクリニック
林　太郎 彩都友絋会病院
藤林　稔和 藤林クリニック
杉本　清 すぎもとクリニック
長尾　光 ひかり診療所
小林　稔弘 高槻赤十字病院
安田　勝行 高槻赤十字病院
山本　眞理子 山本第三病院
清水　泰夫 山本第三病院
山中　雄介 高槻赤十字病院
藤田　実 八尾市立病院
土居　裕幸 高槻赤十字病院
籏智　幸政 高槻赤十字病院
吉川　健明 富田町病院
菅　理晴 高槻赤十字病院
植埜　修司 市立岸和田市民病院
村上　真 市立岸和田市民病院
西　利男 にし内科胃腸科
長谷川　喜一 市立岸和田市民病院
越野　綾 大阪大学歯学部附属病院
平松　久知 平松歯科
工藤　敏啓 近畿大学医学部附属病院
牧本　伸一郎 岸和田徳洲会病院
鈴木　淳史 市立岸和田市民病院
辻本　正三郎 つじもとクリニック
松尾　吉郎 市立岸和田市民病院
森　友彦 市立岸和田市民病院
清水　保臣 和泉市立病院
大谷　香織 和泉市立病院
陣内　里佳子 近畿大学医学部堺病院
立川　茂樹 住友病院
重松　三知夫 住友病院
大平　直子 住友病院
菅原　浩之 住友病院
野田　諭 住友病院
加藤　幸裕 住友病院
野々村　大地 住友病院
芥田　敬吾 住友病院
亀﨑　通嗣 住友病院
奥村　太郎 住友病院
古谷　仁輝 住友病院
金山　尚之 住友病院
岬　沙耶香 住友病院
西東　秀晃 住友病院
古元　克好 岸和田市民病院
森村　治 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
石橋　知彦 大阪大学　医学系研究科　
北浦　祐一 関西医大　滝井病院
宇野　洋史 医療法人錦秀会　阪和第二泉北病院
奥　英敏 医療法人内科奥医院
金原　功 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院
北野　義徳 近畿大学医学部堺病院
木村　賢太郎 和泉市立病院
清田　秀美 近畿大学医学部附属病院
坂本　一喜 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
佐野　憲 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院
立花　和泉 近畿大学医学部附属病院
辻　直子 近畿大学医学部堺病院
西川　裕作 近畿大学医学部附属病院
西村　和明 特定医療法人新仁会　新仁会病院
能勢　和宏 近畿大学医学部堺病院
畑中　祐二 大阪府済生会富田林病院
坂野　恵里 近畿大学医学部堺病院
藤永　卓治 社会医療法人ペガサス　ペガサスリハビリテーション病院

清水　健司 清水内科
松本　望 近畿大学医学部堺病院
三川　和歌子 近畿大学医学部附属病院

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成23年5月21、22日
高槻赤十字病院

第3回泉州緩和ケア研修会

平成23年5月28、29日
市立岸和田市民病院

第１回住友病院緩和ケア研
修会

平成23年６月11、12日
住友病院

近畿大学緩和ケア研修会

平成23年６月18、19日
近畿大学医学部附属病院



氏名 所属 受講研修

竹村　昌也 北野病院
寺嶋　宏明 北野病院
野村　明成 北野病院
門野　賢太郎 北野病院
櫻本　稔 北野病院
辻　なつき 北野病院
野間　治義 北野病院
白山　鴻鍵 （医）泰仁会　白山病院
李　雲柱 イークリニック
阪本　登 （医）阪本医院
吉田　仁 医療法人葉月会　吉田クリニック
瓜生　恭章 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
李　一鳳 福効医院
相木　佐代 大阪府立成人病センター
清田　誠志 東住吉森本病院
藤本　正明 コープおおさか病院
上田　正射 大手前病院
松田　和之 阪南中央病院
黒田　征加 愛染橋病院
田畑　淳子 湯川胃腸病院
徳永　俊照 大阪府立成人病センター
新井　勲 阪南中央病院
馬場　希一郎 大阪府済生会野江病院
岩宮　正 大阪府立成人病センター
荻澤　佳奈 育和会記念病院
中野　雄一郎 阪南中央病院
向井　幹夫 大阪府立成人病センター
宮代　勲 大阪府立成人病センター
町田　浩久 大阪市立大学大学院
武田　健 大阪府立成人病センター
山本　致之 大阪府立成人病センター
城山　晋 大阪府立成人病センター
太田　高志 大阪府立成人病センター
桂木　啓和 (医）桂輝会かつらぎクリニック
李　鐘甲 (医）寿甲会李クリニック
島田　瑞夫 (医)島田内科
洲脇　直己 (医)健生会土庫病院
林　拓自 大阪府立急性期・総合医療センター
中川　勝弘 大阪府立急性期・総合医療センター
相坂　章爾 医療法人　成基会　相坂クリニック
田仲　輝光 田仲循環器内科医院
中村　幸生 中村クリニック
升川　健司 水都メディカルクリニック
小濱　譲次 野田診療所
栗山　大輔 市立岸和田市民病院
北　久晃 大阪厚生年金病院
古川　禎伸 済生会中津病院
福田　亜利沙 市立池田病院
滝　吉郎 関西電力病院
中村　武史 関西電力病院
恒川　昭二 関西電力病院
板垣　康 関西電力病院
粟根　雅章 関西電力病院
江岢　秀和 関西電力病院
細田　洋平 関西電力病院
池田　温至 関西電力病院
植垣　正幸 関西電力病院
染田　仁 関西電力病院
坂井　智美 関西電力病院
舘　秀和 関西電力病院
東　恵史朗 関西電力病院
矢野　好輝 関西電力病院
安野　翔平 関西電力病院

大阪きた緩和ケア研修会

平成23年6月25、26日
北野病院

大阪府立成人病センター緩
和ケア研修会

平成23年7月２、３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23年７月９、10日
大阪府立急性期・総合医療

センター

第１回緩和ケア研修会

平成23年７月23、24日
関西電力病院



氏名 所属 受講研修

前田　裕弘 大阪南医療センター
村田　淳 大阪南医療センター
二見　真史 大阪南医療センター
川内　超矢 大阪南医療センター
宮武　淳一 大阪南医療センター
堀内　哲也 大阪南医療センター
松本　知之 大阪南医療センター
葛城　邦浩 社会医療法人景岳会　南大阪病院
西村　拓也 西村小児科
稲森　雅幸 八尾市立病院
曽我部　俊介 医療法人宝生会　ＰＬ病院
竹林　直紀 竹林医院
竹林　惠子 竹林医院
久山　純 KKR大手前病院
田村　陽市 田村内科
小岸　淳一 こぎし眼科クリニック
三宅　修 正志会みやけクリニック
向井　秀一 淀川キリスト教病院
前田　浩志 淀川キリスト教病院　
中野　友明 淀川キリスト教病院
丸尾　伸之 淀川キリスト教病院
高田　宗武 淀川キリスト教病院
新村　直子 淀川キリスト教病院　
高瀬　至郎 淀川キリスト教病院　
吉田　明人 淀川キリスト教病院
鍋谷　大二郎 淀川キリスト教病院
森田　倫世 淀川キリスト教病院
鈴木　裕貴 淀川キリスト教病院
今村　拓也 淀川キリスト教病院
久保田　拓志 淀川キリスト教病院
森谷　信介 のえ生協診療所
高橋　克仁 大阪府立成人病センター
旭爪　章統 淀川キリスト教病院　
三上　千尋 淀川キリスト教病院　
竹村　直也 淀川キリスト教病院　
若原　智之 淀川キリスト教病院 
小松　昇平 淀川キリスト教病院
廣吉　康秀 淀川キリスト教病院
永井　宏樹 京都大学医学部附属病院　
杉本　恭子 大阪市立大学医学部附属病院　
武部　敦志 淀川キリスト教病院　
加地　政秀 淀川キリスト教病院
相馬　大人 大阪労災病院
清水　潤三 大阪労災病院
金　浩敏 大阪労災病院
野村　誠 大阪労災病院
溝渕　敦子 大阪大学医学部付属病院
佐々木　由美子 近畿中央胸部疾患センター
脇　昌之 脇医院
森　英光 医療法人　森クリニック
岡部　崇記 南和歌山医療センター
辻　泰佑 近畿中央胸部疾患センター
竹内　奈緒子 近畿中央胸部疾患センター
園延　尚子 近畿中央胸部疾患センター
富山　要一郎 市立堺病院
山中　伸 市立堺病院
井上　博司 井上クリニック

南河内二次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成23年8月6、7日
大阪南医療センター

緩和ケア研修会－PEACEプ
ロジェクト大阪2011

平成23年8月13、14日
淀川キリスト教病院

大阪労災病院緩和ケア研修
会

平成23年８月20、21日
大阪労災病院



氏名 所属 受講研修

細野　雅義 愛仁会　高槻病院
上田　義博 上田内科医院
伊藤　剛 大阪赤十字病院
吉川　健明 富田町病院
戸矢　和仁 東京医療センター
橋本　玲美 特別養護老人ホーム　出丸苑
川本　尚紀 愛仁会　高槻病院
南原　利彦 愛仁会　高槻病院
池田　亜貴子 愛仁会　高槻病院
杉村　春佳 愛仁会　高槻病院
安　英男 愛仁会　高槻病院
清水　木綿 愛仁会　高槻病院
武田　紗良 愛仁会　高槻病院
安武　秀記 愛仁会　高槻病院
北見　元哉 愛仁会　高槻病院
浅野　正太 愛仁会　高槻病院
岩本　慈能 関西医科大学附属枚方病院　
阿部　哲也 関西医科大学附属枚方病院　
水野　泰行 関西医科大学附属枚方病院　
檀野　祥三 コープおおさか病院
福永　幹彦 関西医科大学附属枚方病院
泉　若江 コープおおさか病院
菅　敬治 市立枚方市民病院
北野　正悟 関西医科大学附属枚方病院
小島　研太郎 関西医科大学附属滝井病院
乾　秀和 関西医科大学附属枚方病院
三城　弥範 関西医科大学
香西　雅介 関西医科大学附属枚方病院
奥田　信昭 医療法人　貴和会　奥田クリニック
和田　譲二 仁和会　和田病院
奥野　雅史 毅峰会　吉田病院
大林　美由樹 関西医科大学附属枚方病院
池田　広記 関西医科大学附属枚方病院
赤見　敏和 大阪鉄道病院
三橋　玉枝 府中病院
山口　正秀 松下記念病院
岡野　晋治 松下記念病院
清水　健 松下記念病院
村田　博昭 松下記念病院
酉家　章弘 松下記念病院
山西　正芳 松下記念病院
大槻　陽平 松下記念病院
三上　貴子 松下記念病院
辻　恵介 松下記念病院
山端　康之 松下記念病院
金子　望 松下記念病院
竹村　瞳 松下記念病院
井上　慎也 市立吹田市民病院
井上　信之 市立吹田市民病院
閻 　国珊 市立吹田市民病院
大塚　倫之 大阪府立呼吸器アレルギー医療センター
大矢　史香 市立吹田市民病院
大矢　良平 市立吹田市民病院
荻野　史朗 大阪鉄道病院
奥田　恭久 奥田内科クリニック
尾崎　仁 市立吹田市民病院
髙橋　覚 市立吹田市民病院
長谷川　大 市立吹田市民病院
村上　昌裕 市立吹田市民病院
室谷　貴弘 市立吹田市民病院
山岸　亮 市立吹田市民病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成23年８月27、28日
愛仁会高槻病院

第3回関西医科大学附属枚
方病院緩和ケア研修会

平成23年９月３、４日
関西医科大学附属枚方病

院

２０１１年度松下記念病院緩
和ケア研修会

平成23年９月10、11日
松下記念病院

市立吹田市民病院緩和ケア
研修会

平成23年９月17、18日
市立吹田市民病院



氏名 所属 受講研修

足立　昌司 特定医療法人清翠会　牧病院
松村　衛磨 まつむらクリニック
池尻　真康 いけじり内科外科クリニック
三浦　玄洋 医療法人　三浦医院
北山　耕司 北山内科クリニック
橋本　裕之 はしもと内科循環器内科クリニック
益田　收二 医療法人清翠会　鶴見診療所
大西　真尚 大西診療所
八木　由生 大阪府済生会野江病院
三浦　歓之 大阪府済生会野江病院
西谷　聡 大阪府済生会野江病院
平田　渉 大阪府済生会野江病院
清水　梨江 財団法人日本生命済生会付属日生病院
神田　枝理子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
間島　行則 財団法人日本生命済生会付属日生病院
藤本　康介 大阪警察病院
森田　真也 財団法人日本生命済生会付属日生病院
竹本　雅子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
木村　廉 財団法人日本生命済生会付属日生病院
内堀　善有 阪南市民病院
今井　隆介 大手前病院
神田　裕樹 大手前病院
東郷　一行 大手前病院
川島佳代子 大手前病院
松本　吉矢 大手前病院
木戸上真也 大手前病院
津川　有理 大手前病院
藤原　靖久 医療法人　仁久会　藤原産婦人科
土井　仁志 土井外科
高木　義博 医療法人　悠悠堂　高木診療所
宮﨑　俊明 愛eyeクリニック
木村　拓也 八尾徳洲会総合病院
水谷　俊平 香里ヶ丘有恵会病院
坂井　昇道 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院
田川　輝璋 てるクリニック
吉田　雅代 よしだレディースクリニック
山東　剛裕 星ヶ丘厚生年金病院
中室　誠 清恵会病院
宮脇　正三 宮脇内科クリニック
岡　寛子 ベルランド総合病院
村瀬 順哉 長吉総合病院
成川 太希夫 大阪府済生会 富田林病院
松本　伸治 八尾市立病院
福田　周一 八尾市立病院
髙橋　一久 ベルランド総合病院
金沢　源一 東住吉森本病院
大町　哲史 ベルランド総合病院
渡邉　寛康 ベルランド総合病院
鈴木　彩子 ベルランド総合病院
藤原　弘佳 羽原病院
野上　浩實 医療法人　晴心会　野上病院
比嘉　輝之 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
藤井　亮知 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
髙岡　幸 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
齊藤　優子 医療法人博愛会広野高原病院
竪山　仁根 ひとねクリニック
山越　義仁 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター
﨑山　勉 徳島大学病院

大阪府済生会野江病院 緩
和ケア研修会

平成23年９月24、25日
大阪府済生会野江病院

りんくう緩和ケア研修会

平成23年10月29、30日
りんくう総合医療センター

第３回　ベルランド総合病
院・緩和ケア研修会

平成23年10月22、23日
ベルランド総合病院

第二回日生病院緩和ケア研
修会

平成23年10月1、2日
財団法人日本生命済生会

付属日生病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成23年10月８、９日
大手前病院

第３回北河内緩和ケア研修
会

平成23年10月15、16日
星ヶ丘厚生年金病院



氏名 所属 受講研修

太田　沙緒里 大阪医科大学附属病院
岡本　敦子 大阪医科大学附属病院
加藤　亮 市立吹田市民病院
久保田　祐子 大阪医科大学附属病院
小西　博巳 大阪医科大学附属病院
佐々木　裕亮 大阪医科大学附属病院
澤田　雅美 大阪医科大学附属病院
原　あずさ 大阪医科大学附属病院
丸岡　寛 大阪医科大学附属病院
丸山　惣一郎 大阪医科大学附属病院
渡辺　綾子 大阪医科大学附属病院
佐野　達志 大阪医科大学附属病院
大関　孝之 NTT西日本大阪病院
薬師神　崇行 大阪大学大学院
安井　博規 国立循環器病研究センター 
佐々本　尚子 箕面市立病院 
平田　陽彦 大阪大学大学院
水木　満佐央 大阪大学医学部附属病院 
垣田　成庸 大阪大学大学院
辻　　　知江 大阪大学医学部附属病院
脇　耕二 医療法人松仁会　明徳病院
杉田　隆博 医療法人真生会　かしま診療所
太田　健介 大阪府済生会中津病院
木戸　亮 木戸内科医院
居軒　和也 淀川キリスト教病院
金村　信明 大阪市立総合医療センター
市來　真 大阪市立総合医療センター
木下　彩子 大阪市立総合医療センター
勝山　晋亮 大阪市立総合医療センター
西尾　昭宏 大阪市立総合医療センター
辰野　健太郎 大阪市立総合医療センター
洲鎌　芳美 大阪市立十三市民病院
木野　昌也 医療法人仙養会　北摂総合病院
立花　秀一 医療法人仙養会　北摂総合病院
中尾　圭一 医療法人仙養会　北摂総合病院
佐々木　有一 医療法人仙養会　北摂総合病院
小山　耕平 医療法人仙養会　北摂総合病院
筋師　徹也 医療法人仙養会　北摂総合病院
福家　良太 医療法人仙養会　北摂総合病院
松尾　謙太郎 医療法人仙養会　北摂総合病院
田村　優実 医療法人仙養会　北摂総合病院
星　智子 市立岸和田市民病院
梶村　幸三 市立岸和田市民病院
梶川　泰 市立岸和田市民病院
山梨　恵次 市立岸和田市民病院
植村　彰夫 植村医院
宇野　悠爾 社福）寺田萬寿会　寺田萬寿病院
永山　孝一 特医）三和会　永山病院
国頭　悟 国頭医院
本郷　恭子 市立岸和田市民病院
井阪　茂之 市立貝塚病院
井野　武久 井野医院
東條　周子 とうじょうクリニック
西原　昂 市立岸和田市民病院
前田　和男 前田内科医院
井上　正也 葛城病院
藤井　善憲 市立岸和田市民病院
黒川　智子 市立岸和田市民病院
古下　義彦 市立岸和田市民病院
陣　佑祥 市立岸和田市民病院

三島医療圏緩和ケア研修会

平成23年11月19、20日
大阪医科大学附属病院

大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成24年1月21、22日
大阪大学医学部附属病院

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成24年1月28、29日
大阪市立総合医療センター

医療法人仙養会　北摂総合
病院　緩和ケア研修会

平成24年２月４、５日
北摂総合病院

第4回泉州緩和ケア研修会

平成24年２月４、５日
市立岸和田市民病院



氏名 所属 受講研修

南　義人 大阪市立大学医学部附属病院
松下　直樹 大阪市立大学医学部附属病院　
北本　與市郎 大阪市立大学医学部附属病院　
村田　哲洋 大阪市立大学医学部附属病院　
野沢　彰紀 大阪市立大学医学部附属病院　
田中　秀典 大阪市立大学医学部附属病院　
稲葉　晃子 大阪市立大学医学部附属病院　
萩原　潔通 大阪市立大学医学部附属病院　
康　史朗 大阪市立大学医学部附属病院　
松山　三男 社会医療法人弘道会　浪速生野病院
中島　康夫 大阪赤十字病院
櫻井　康弘 育和会記念病院
松島　由美 済生会　茨木病院
濱田　栄作 医療法人錦秀会　阪和住吉総合病院
近藤　統 大阪府立母子保健総合医療センター
原　順一 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院
東郷　直希 泉大津市立病院
橋本　武志 医療法人医進会　高石加茂病院
森下　真成 大阪市立大学医学部附属病院
新宮　雅 新宮診療所
西川　正治 西川クリニック
北村　洋 北村医院
橋村　俊哉 八尾市立病院
岩﨑　桂子 耳原総合病院
石橋　美樹 ＮＴＴ西日本大阪病院
神垣　俊二 市立堺病院
松浦　愛 市立堺病院
齋田　美希 市立堺病院
伊木　れい佳 市立堺病院
松嶋　祐子 市立堺病院
坪口　裕子 市立堺病院
酒井　保葉 市立堺病院
服部　智沙都 市立堺病院
田中　希世 市立堺病院
内田　要 市立堺病院
麦谷　達郎 大阪鉄道病院　
溝上　友美 関西医科大学附属滝井病院　
嶽村　貞治 箕面市立病院　
山本　善光 箕面市立病院　
加藤　泰司 かとう整形在宅クリニック
上田　章人 箕面市立病院　
田村　信司 箕面市立病院　
星　美奈子 箕面市立病院　
森田　俊治 市立豊中病院　
印藤　直彦 市立豊中病院  
中山　治郎 市立豊中病院　
向井　雅俊 市立豊中病院　
齊木　浩二 市立豊中病院
新毛　豪 市立豊中病院
梶山　由記 市立豊中病院
池田　敦世 市立豊中病院
梶田　聡実 市立豊中病院
佐藤　真吾 市立豊中病院
清水　　公 清水医院
中堀　輔 市立豊中病院 
橋本　宏明 済生会吹田病院
富岡　淳 済生会吹田病院 
水野　裕太 済生会吹田病院 
村上　伸介 済生会吹田病院 
黒田 浩正 済生会吹田病院 
斉藤 理紗 済生会吹田病院 

大阪市立大学医学部附属
病院　緩和ケア研修会

平成24年２月９、10日
大阪市立大学医学部附属

病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成24年２月11、12日
市立堺病院

豊能２次医療圏緩和ケア研
修会

平成24年２月11、12日
市立豊中病院

第2回大阪府済生会吹田病
院緩和ケア研修会

平成24年２月18、19日
大阪府済生会吹田病院



氏名 所属 受講研修

矢野　雄飛 淀川キリスト教病院
森川　雅史 淀川キリスト教病院
松井　佐織 淀川キリスト教病院
家口　尚 淀川キリスト教病院
下山　学 淀川キリスト教病院
吉中　勇人 淀川キリスト教病院
佐々木　翔 淀川キリスト教病院
藤原　隆弘 淀川キリスト教病院
鍋谷　まこと 淀川キリスト教病院
末吉　伸行 淀川キリスト教病院
田中　達也 淀川キリスト教病院
大橋　康人 淀川キリスト教病院
有坂　好史 淀川キリスト教病院
橘　　陽介 淀川キリスト教病院
羽間　稔 淀川キリスト教病院
原　斉 淀川キリスト教病院
平松　典子 淀川キリスト教病院
高橋　毅 淀川キリスト教病院
広川　惠子 大手前病院
赤井　啓二 赤井クリニック
北野　英人 北野クリニック
北野　英基 北野クリニック
佐藤　卓 さとう医院
下野　英世 千里丘協立診療所
中場　寛行 大手前病院
谷口　一則 たにぐちクリニック
村上　修 八尾徳洲会総合病院
渡辺　孝 八尾徳洲会総合病院
鈴木　大聡 八尾徳洲会総合病院
坂本　達彦 築地医院
田窪　翔子 淀川キリスト教病院
三木　豊和 淀川キリスト教病院
八木　麻衣 大阪医科大学附属病院
田中　陽一郎 心斎橋スリーアロークリニック

緩和ケア研修会－PEACEプ
ロジェクト大阪2012

平成24年3月24、25日
淀川キリスト教病院



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

宮地　永弥子 医療法人　公道会病院
上田　幹子 大阪大学歯学部附属病院
田村　朋子 医療法人　東成病院
麻生　眞澄 財団法人　住友病院
宮本　勝行 大阪大学歯学部附属病院
平野　敏子 大阪赤十字病院
谷　大輔 大阪赤十字病院
谷口　香織 大阪赤十字病院
瀬良　信勝 社会医療法人生長会　府中病院
近藤　智代美 松下記念病院
佐藤　洋子 法円坂訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
戎屋　由依 医療法人美杉会　佐藤病院
額田　泰代 大阪警察病院　
盛田　奈々絵 大阪警察病院　　
相馬　沙希 東大阪市立総合病院
安田　陽子 東大阪市立総合病院
久良　亜希 東大阪市立総合病院
田中　美保 東大阪市立総合病院
川浪　良子 東大阪市立総合病院
土井　真弓 東大阪市立総合病院
竹村　延江 孝生会　津森医院　
東田　由美子 酒井医院
宮崎　智賀 松浦医院
松井　春希 東大阪病院
上羽　登志美 東大阪市立総合病院
今永　優紀 東大阪市立総合病院
大重　より子 東大阪市立総合病院
春名　雅裕 彩都友絋会病院
塚脇　章博 彩都友絋会病院
宗　まさみ 北摂総合病院
西山　由希子 北摂総合病院
米田　恵美 高槻赤十字病院
篠塚　美穂 彩都友絋会病院
榎南　祥太 北摂総合病院
京林　裕美 北摂総合病院
松村　洋子 北摂総合病院
和田　恭子 北摂総合病院
上杉　瑞穂 千里丘協立診療所
森谷　和代 テイクケア訪問看護ステーション
高原　由江 高槻赤十字病院
山形　美紀 高槻赤十字病院
竹久 志穂 近畿大学医学部附属病院
花篤　裕美 泉大津市立病院
藤浪　孝子 にしだJクリニック
松林　美由紀 にしだJクリニック
吉川　恵 出水クリニック
福﨑　ひとみ 出水クリニック
竹下　豊高 岸和田徳洲会病院

高槻赤十字病院緩和ケア研
修会

平成23年5月21、22日
高槻赤十字病院

平成23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

第3回泉州緩和ケア研修会

平成23年5月28、29日
市立岸和田市民病院

大阪赤十字病院緩和ケア研
修会

平成23年４月16、17日
大阪赤十字病院

大阪警察病院緩和ケア研修
会

平成23年４月29、30日
大阪警察病院

平成２３年度東大阪市立総
合病院緩和ケア研修会

平成23年５月14、15日
東大阪市立総合病院



氏名 所属 受講研修

松浦　絵麻 住友病院
松葉　裕美 住友病院
工藤　希志子 住友病院
植木　佳央里 松下記念病院
小幡　和代 和泉市立病院
奥野　明子 和泉市立病院
鬼崎　章子 関西電力病院
名村　柚香 関西電力病院
吉村　真弓 医療法人　中島クリニック
江川　亜希 財団法人　甲南病院
沢田　潤 関西電力病院
西濱　幸子 小松病院　
松本　里佳 関西電力病院
西村　百合子 北野病院
池田　聖児 大阪府立成人病センター
本多　紀子 八尾市立病院
溝口　可奈子 医療法人長尾会寝屋川サナトリウム
吉川　正起 大阪府立成人病センター
島　雅晴 大阪府立成人病センター
楠原　広美 大阪府立成人病センター
蓮池　純美子 大阪鉄道病院
山田　千幸 大阪鉄道病院
奥澤　千絵 大阪鉄道病院
中多　陽子 大阪府立成人病センター
桝　喜惠 大阪府立成人病センター
濱口　順子 大阪府立成人病センター
赤松　奈央 大阪府立成人病センター
木村　貴 大阪府立成人病センター
水谷　あゆみ 東成病院
吉田　朋史 東成病院
国方　佐紀子 東住吉森本病院
坂田　麻理子 東住吉森本病院
岡本　由佳梨 大阪府立成人病センター
平川　泰子 大阪府立成人病センター
本田　由香 大手前病院
富士　芳美 大阪府立成人病センター
長谷川　公美子 大阪府済生会野江病院
樋口　薫 大阪府済生会野江病院
濱近　香織 大阪府済生会野江病院
山本　ちあき 千里中央病院
蜂谷　正代 愛染橋病院
八束　明美 福田診療所
小池　郁子 福田診療所
横山　久美子 愛染橋病院
佐伯　秀美 愛染橋病院
大井　美穂 大阪府立成人病センター
川崎　弥寿子 大阪府立成人病センター
三島　千昭 大阪府立成人病センター
清水　三郎 大阪府立成人病センター
岩下　美穂 大阪鉄道病院
渡邊　敦子 済生会富田林病院
横田　裕子 大阪府立急性期・総合医療センター

第１回住友病院緩和ケア研
修会

平成23年６月11、12日
住友病院

大阪きた緩和ケア研修会

平成23年6月25、26日
北野病院

大阪府立成人病センター緩
和ケア研修会

平成23年7月２、３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23年７月９、10日
大阪府立急性期・総合医療センター



氏名 所属 受講研修

楠原　秀美 訪問看護ステーション此花
藤田　晴久 大阪大学医学部付属病院
森本　美鶴 済生会　千里病院
西野　栄美子 訪問看護ステーション　ほ～ぷけあ
大原　美穂 済生会泉尾病院
根来　直美 関西電力病院
武田　秀樹 フジタ病院
塚本　泰彦 関西電力病院
細谷　有希 大阪ブレストクリニック
福永　浩明 大阪府済生会泉尾病院
竹内　伸一郎 医療法人樫本会　樫本病院
田辺　蘭 関西電力病院
梯　三恵 大阪南医療センター
高田　美紀 大阪南医療センター
細見　優子 大阪南医療センター
山田　多加 大阪南医療センター
北井　卓子 子りす訪問看護ステーション
上野　洋子 寺元記念病院
辻　順子 羽曳野医療生協向野診療所
樽口　睦子 羽曳野医療生協向野診療所
安立　博子 ＰＬ病院
島田　裕子 大阪南医療センター
請田　瞳 大阪南医療センター
金　季実 大阪南医療センター
畑　裕基 大阪南医療センター
田﨑　尚孝 大阪南医療センター
藤井　由加里 大阪南医療センター
濱沢　智美 大阪労災病院
立本　里香 大阪労災病院
平本　愛 大阪労災病院
今本　都子 大阪労災病院
岩下　明美 大阪労災病院
藤原　貴子 大阪鉄道病院
野田　有里 大阪鉄道病院
中間　裕美子 恒昭会　藍野病院
常井　美矢子 星ヶ丘厚生年金病院
中田　章輝 樫本病院
赤松　まり 高槻赤十字病院
片山　由美子 在宅サービスセンター　訪問看護ステーション　愛仁会高槻

蔭山　恵子 関西医科大学附属滝井病院
吉内　佐和子 関西医科大学附属枚方病院
佐藤　真幸 結核予防会大阪支部　大阪病院
加治屋　良子 結核予防会大阪支部　大阪病院
飯降　薫 山弘会　上山病院
奥山　和子 協仁会　小松病院
小森　喜見枝 関西医科大学香里病院
佐久間　博子 関西医科大学附属枚方病院
野田　安裕子 関西医科大学附属枚方病院
赤間　孝江 関西医科大学附属枚方病院
文岡　礼雅 関西医科大学附属滝井病院
中田　志乃 関西医科大学附属滝井病院
石村　由香 関西医科大学附属滝井病院
小西　絵里 大阪ゆうゆうの里診療所
竹澤　和枝 医療法人　協仁会　小松病院
中　妙美 医療法人　藤井会　大東中央病院
井本　陽子 松下記念病院

第１回緩和ケア研修会

平成23年７月23、24日
関西電力病院

南河内二次医療圏・緩和ケ
ア研修会

平成23年8月6、7日
大阪南医療センター

大阪労災病院緩和ケア研修
会

平成23年８月20、21日
大阪労災病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成23年８月27、28日
愛仁会高槻病院

第3回関西医科大学附属枚
方病院緩和ケア研修会

平成23年９月３、４日
関西医科大学附属枚方病

院

２０１１年度松下記念病院緩
和ケア研修会

平成23年９月10、11日



氏名 所属 受講研修

青木美樹 美咲訪問看護ステーション
奥家健司 デイリーステーション薬局
熊谷由加里 大阪大学歯学部附属病院
高田史 市立吹田市民病院
立石美和 市立吹田市民病院
辻 晶子 訪問看護ステーションれんげそう
徳田ゆかり 大阪大学歯学部附属病院
平山淳子 訪問看護ステーションれんげそう
三木 梓 市立吹田市民病院
宮井詩麻 市立吹田市民病院
今西　真弓 いまにし医院
平井　雅子 特定医療法人清翠会　牧病院
山本　華 国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター
松尾　真智子 国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター
末國　麻実 大阪府済生会野江病院
石津　ありさ 大阪府済生会野江病院
大田　聡美 大阪府済生会野江病院
小林　豊英 大阪医科大学附属病院
山田　正実 大阪府済生会野江病院
酒井希代子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
松浦三月 財団法人日本生命済生会付属日生病院
篠原智栄 東大阪市立総合病院
木田久美子 財団法人住友病院
井上恵美 多根総合病院
井上祥子 多根総合病院
三好優子 財団法人日本生命済生会付属日生病院
山村　倫子 大阪府立成人病センター
松本　佳織 大阪府済生会中津病院
古橋　綾子 大阪府立成人病センター
北出　智美 大阪府立成人病センター
久世　和代 高石藤井病院
濱村　恵子 大阪府立成人病センター
豊島　幸恵 大阪府立成人病センター
伊藤さゆり 大手前病院
食野麻衣子 多根総合病院
宇仁　陽子 多根総合病院
吉田　文子 大手前病院
山田　成子 大手前病院
卜部　和美 大手前病院
藤岡あゆみ 大手前病院
松田　小百合 上山病院
溝口　可奈子 ねや川サナトリウム
下寺　美帆子 市立枚方市民病院
日高　京子 市立枚方市民病院
植島　麻衣 大東中央病院
川﨑　明美 社会医療法人　弘道会　守口生野記念病院
北田　絵美 星ヶ丘厚生年金病院
馬場　和代 医療法人　蒼生会　蒼生病院
大塚　美佐子 星ヶ丘厚生年金病院
鎌田　京子 りんどう会　向山病院
北川　香代子 りんどう会　向山病院
辰己　千秋 医療法人　茂桂会　上田外科　
富久　貴子 橋本クリニック
白木　美由紀 橋本クリニック

第３回北河内緩和ケア研修
会

平成23年10月15、16日
星ヶ丘厚生年金病院

大阪府済生会野江病院 緩
和ケア研修会

平成23年９月24、25日
大阪府済生会野江病院

第二回日生病院緩和ケア研
修会

平成23年10月1、2日
財団法人日本生命済生会

付属日生病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成23年10月８、９日
大手前病院

市立吹田市民病院緩和ケア
研修会

平成23年９月17、18日
市立吹田市民病院



氏名 所属 受講研修

白坂　美穂 大阪府済生会 富田林病院
尾﨑　美也子 大阪府済生会 富田林病院
森田　涼子 大阪府済生会 富田林病院
丹後　ゆかり 訪問看護ステーションたちばな
杉井　健祐 東住吉森本病院
村原　誠子 和泉市立病院
廣田　美枝 和泉市立病院
西野　裕子 和泉市立病院
高牟礼　眞琴 和泉市立病院
福山　典子 社会医療法人山広会上山病院
近藤　麻美 市立貝塚病院
松岡　智子 高石藤井病院
稲葉　恵実 高石藤井病院
福川　明美 和泉市立病院
藤井　美沙 和泉市立病院
﨑川　和枝 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター　
磯俣　真弓 済生会富田林病院
杉野　幸恵 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター　
山本　美佳 松下記念病院
榮元　由香 市立芦屋病院
森脇　幸子 関西医科大学附属枚方病院
楠瀬　早紀 大阪大学医学部附属病院
菅　香織 神戸大学医学部附属病院
梅野　貴子 国立循環器病研究センター
黒岩　あゆみ 市立芦屋病院
北畠　知代子 大阪大学医学部附属病院
林　絵美 大阪大学医学部附属病院
久保　幸恵 大阪府済生会千里病院
大森　由佳理 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
橋口　由起子 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
池上　岬　 大阪大学医学部附属病院
溝口　可奈子 寝屋川サナトリウム 作業療法課
坂本　洋子 かしいクリニック
松村　千恵美 東住吉森本病院
津川　麻子 東住吉森本病院
丸山　加寿子 平野区医師会訪問看護ステーション
宮脇　和子 大阪市立総合医療センター
三木　英子 大阪市立十三市民病院
濱田　喜代美 大阪市立住吉市民病院
古川　晴久 大阪市立総合医療センター
宮本　恭子 医療法人仙養会　北摂総合病院
岩月　ひとみ 医療法人仙養会　北摂総合病院
岡部　ひとみ 医療法人仙養会　北摂総合病院
四町田　修 医療法人仙養会　北摂総合病院
黒木　晴美 医療法人協和会　千里中央病院
濱田　麻子 医療法人協和会　千里中央病院
河津　由佳 医療法人協和会　千里中央病院
江口　香苗 医療法人協和会　千里中央病院

大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成24年1月21、22日
大阪大学医学部附属病院

りんくう緩和ケア研修会

平成23年10月29、30日
りんくう総合医療センター

第３回ベルランド総合病院・
緩和ケア研修会

平成23年10月22、23日
ベルランド総合病院

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成24年1月28、29日
大阪市立総合医療センター

医療法人仙養会　北摂総合
病院　緩和ケア研修会

平成24年２月４、５日
北摂総合病院



氏名 所属 受講研修

長谷　圭悟 八尾市立病院
栗尾　雅子 市立貝塚病院
川口　いずみ 和泉市立病院
梁　晃子 訪問看護ステーション　さくら総合医療
直井　愛子 市立貝塚病院
賀紋　由美子 医）晴心会　野上病院
岡田　美佐子 社福）寺田萬寿会　寺田萬寿病院
山下　八重 医）出水クリニック
豊　永　梢　子 東住吉森本病院
遠　藤　隆　之 東住吉森本病院
上　野　秀　香 阪和泉北病院
河　内　美　幸 市立堺病院
小　北　由　香 市立堺病院
和田栗　貴代美 市立堺病院
　西　　美　恵 市立堺病院
橋　本　　薫 市立堺病院
野　村　裕　子 市立堺病院
酒　見　美　雪 市立堺病院
福田　綾子 大阪府済生会千里病院
中田　絢子 大阪府済生会千里病院
山田　皇一 大阪府済生会千里病院
實　友理香 大阪府済生会千里病院
辻　佳那子 大阪府済生会千里病院
清水　千種 医療法人協和会　千里中央病院
松田　知美 医療法人彩樹　豊中緑ヶ丘病院
伊藤　清美 医療法人彩樹　豊中緑ヶ丘病院
清水　知子 市立豊中病院　
山中　仁美 市立豊中病院  
岩本　陽子 市立豊中病院  
石井　香 市立豊中病院  
田内　朋子 スギ薬局吹田金田店
仁田　美保子 済生会吹田病院
遠山　隆昭 済生会吹田病院
黒崎　満 済生会吹田病院
松下　恵子 済生会吹田病院
覺前　梨紗 済生会吹田病院
佐藤　哉子 済生会吹田病院
横田　恵理 済生会吹田病院
新藤　佐知子 済生会吹田病院
中西　愛 済生会吹田病院
福田　美香 済生会吹田病院
兵庫　マミ 済生会吹田病院
大佐古　三香 済生会吹田病院
浅海　有希 済生会吹田病院
妹尾　波枝 アイン薬局吹田店
小塚　拓也 済生会吹田病院

第2回大阪府済生会吹田病
院緩和ケア研修会

平成24年２月18、19日
大阪府済生会吹田病院

第4回泉州緩和ケア研修会

平成24年２月４、５日
市立岸和田市民病院

市立堺病院緩和ケア研修会

平成24年２月11、12日
市立堺病院

豊能２次医療圏緩和ケア研
修会

平成24年２月11、12日
市立豊中病院


