
敬称略

氏名 所属 受講研修

髙木 江利華 耳原総合病院
南里 直実 耳原総合病院
坂本 悠篤 耳原総合病院
秋山 誠 松下記念病院
齊藤 則充 大手前病院
山中 一功 山中脳神経外科・リハビリクリニック

打越 史洋 関西メディカル病院
貴島 真佐子 わかくさ竜間リハビリテーション病院

福本 健治 大正病院
新谷 英也 大阪府済生会泉尾病院
清田 翔 大阪府済生会泉尾病院
中西 絵美子 大阪府済生会泉尾病院
福田 拓弥 大阪府済生会泉尾病院
小松 竜太郎 小松クリニック

金本 聖広 医療法人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所大阪はなてん
東 忠里 正幸会病院
田中 徳昭 大阪警察病院
東森 百百子 大阪警察病院
岡田 英泰 大阪警察病院
山本 修平 大阪警察病院
松村 未紀子 大阪警察病院
井戸 允清 大阪警察病院
四宮 遼 大阪警察病院
松本 紗矢香 大阪警察病院
駒井 宏美 大阪警察病院
石川 嶺 近畿大学医学部附属病院
磯貝 典孝 近畿大学医学部附属病院
塩谷 拓嗣 近畿大学医学部附属病院
大谷 和裕 近畿大学医学部附属病院
岡藤 梨華 大阪市立大学医学部附属病院
甲斐田 勇人 近畿大学医学部附属病院
川中 雄介 近畿大学医学部附属病院
菊池 太貴 ＰＬ病院
國重 玲紋 近畿大学医学部附属病院
好田 匡志 近畿大学医学部附属病院
坂口 裕香 大阪市立大学医学部附属病院
末吉 遊 近畿大学医学部附属病院
鈴木 慎一郎 近畿大学医学部附属病院
須田 健一 近畿大学医学部附属病院
竹村 豊 近畿大学医学部附属病院
谷口 貢 富田林病院
豊田 拓司 近畿大学医学部附属病院
中桐 伴行 Hannover医科大学
長束 一紘 近畿大学医学部附属病院
中西 智也 近畿大学医学部附属病院
中野 志仁 近畿大学医学部附属病院
西地 晴彦 近畿大学医学部附属病院
福田 祥大 近畿大学医学部附属病院
福田 隆人 近畿大学医学部附属病院
冬田 昌樹 近畿大学医学部附属病院
南 康範 近畿大学医学部附属病院
矢木 崇善 矢木脳神経外科
八木 誠 近畿大学医学部附属病院
山田 信広 近畿大学医学部附属病院
吉川 馨介 近畿大学医学部附属病院
和田 紀久 近畿大学医学部附属病院
近藤 和也 淀川キリスト教病院
福田 夏子 淀川キリスト教病院
森田 雄介 淀川キリスト教病院
荻本 圭祐 淀川キリスト教病院
上田 昭一 淀川キリスト教病院
中山 弘基 淀川キリスト教病院
掛川 莉花 淀川キリスト教病院
柏木 淳子 庸愛会 富田町病院
中田 益美 アイワ病院
莇 隆 淀川キリスト教病院
宮川 博光 淀川キリスト教病院
春名 優樹 はるなクリニック
中竹 俊伸 淀川キリスト教病院
戸川 直樹 戸川医院
浦岡 正尚 岸和田徳洲会病院
小林 隆一 小林医院
小池 真琴音 淀川キリスト教病院
白浜 かおり 淀川キリスト教病院
石川 一彦 医療法人 辰恵会 辰見クリニック
岸本 慎一 医療法人成仁会 成仁会病院
金沢 景文 金沢外科胃腸科肛門科
中野 厚生 済生会中津病院
本吉 俊貴 済生会千里病院
松添 弘樹 淀川キリスト教病院
進 絵里子 淀川キリスト教病院
德永 詩音 淀川キリスト教病院
宮本 哲志 淀川キリスト教病院
内藤 宏明 淀川キリスト教病院
鈴鹿 裕城 耳原総合病院
天野 裕士 淀川キリスト教病院
渡 直和 淀川キリスト教病院
大嶋 一徳 大嶋クリニック
元 勇一 コープおおさか病院

緩和ケア研修会-PEACEプロジェクト
大阪2018

平成30年5月19日、20日
淀川キリスト教病院

平成30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5回 大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

平成30年4月14日、15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30年4月21日、22日
大阪警察病院

近畿大学緩和ケア研修会

平成30年5月12日、13日
近畿大学医学部附属病院
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氏名 所属 受講研修

中原 啓 りんくう総合医療センター

村岡 聡 市立岸和田市民病院

的羽 大二朗 りんくう総合医療センター

吉留 宏美 りんくう総合医療センター

谷口 翠 りんくう総合医療センター

宝上 竜也 りんくう総合医療センター

薮下 博史 薮下脳神経外科内科

河原林 正敏 耳原総合病院

沢田 光一 りんくう総合医療センター

岡口 千夏 りんくう総合医療センター

若野 新八 (医)ワカノ歯科診療所

松本 憲 りんくう総合医療センター

島田 道明 医療法人喜和会島田診療所

泉本 麻耶 大阪急性期・総合医療センター
安食 孝洋 大阪急性期・総合医療センター
福嶌 裕子 大阪急性期・総合医療センター
森 将史 大阪急性期・総合医療センター
髙橋 遼 大阪急性期・総合医療センター
田原 禎生 大阪急性期・総合医療センター
宋 修宇 大阪急性期・総合医療センター
服部 紀花 大阪急性期・総合医療センター
新堂 昌宏 野崎徳洲会病院
今本 量允 大阪赤十字病院
甲 貴文 大阪赤十字病院
瀧 栄志郎 耳原総合病院
杉本 駿 淳風おおさか診療所
浅井 克則 大阪国際がんセンター  
池田 響 耳原総合病院
西田 和樹 大阪赤十字病院
松崎 聖子 大手前病院
中岡 良介 社会医療法人博寿会 山本病院
山田 一成 市立吹田市民病院
東上 震一 岸和田徳洲会病院
出田 淳 岸和田徳洲会病院
篠原 龍彦 岸和田徳洲会病院
山田 龍一 岸和田徳洲会病院
谷畑 博彦 岸和田徳洲会病院
植田 智恵 岸和田徳洲会病院
滝原 浩守 岸和田徳洲会病院
竹谷 利加 岸和田徳洲会病院
森下 優 岸和田徳洲会病院
芳竹 宏幸 岸和田徳洲会病院
河野 通史 岸和田徳洲会病院
山﨑 康臣 岸和田徳洲会病院
四至本 貴大 岸和田徳洲会病院
坂田 幹樹 七山病院
石原 昭三 耳原総合病院
今中 翔平 耳原総合病院
西川 德彰 育和会記念病院
柴田 翔 大阪赤十字病院
米光 新 大阪赤十字病院
田村 優 大阪赤十字病院
山村 優人 大阪赤十字病院
岡田 佳与 大阪赤十字病院
坂本 晴子 大阪赤十字病院
前倉 拓也 大阪赤十字病院
稲田 司 大阪赤十字病院
長央 和也 大阪赤十字病院
小林 洋平 大阪赤十字病院
阿部 愛 大阪市立大学医学部附属病院
篠原 嘉伸 ひかりクリニックシノハラ
北川 大貴 大阪市立大学医学部附属病院
古市 拓也 市立豊中病院
田中 政宏 市立東大阪医療センター
井上 仁 市立ひらかた病院
上田 篤史 大阪警察病院
江角 章 新明会 神原病院
岡崎 彩奈 市立ひらかた病院
柏木 充 市立ひらかた病院
穀内 康人 市立ひらかた病院
酒井 俊宏 国立長寿医療研究センター
髙橋 泰子 市立ひらかた病院
田中 顕正 医療法人杏和会阪南病院
服部 華奈 あゆみ歯科クリニック松井山手
服部 頌紘 市立ひらかた病院
濵田 敦 市立ひらかた病院
前田 尚吾 市立ひらかた病院
満屋 奨 市立ひらかた病院
山村 昌大 市立ひらかた病院
横山 亮 市立ひらかた病院
小國 雅也 大阪急性期・総合医療センター
小西 麻衣 大阪急性期・総合医療センター
佐々木 建人 大阪急性期・総合医療センター
三田 和宏 大阪急性期・総合医療センター
瀧 翔哉 大阪急性期・総合医療センター
谷口 弘樹 大阪急性期・総合医療センター
田村 勇人 大阪急性期・総合医療センター
常松 俊鷹 大阪急性期・総合医療センター
中西 健太 大阪急性期・総合医療センター
日高 洋 大阪急性期・総合医療センター
吉田 将真 大阪急性期・総合医療センター
小松 享祐 大阪急性期・総合医療センター
米田 智樹 大阪急性期・総合医療センター
名村 仁志 近畿大学医学部附属病院
李 紘一郎 大阪大学附属病院

りんくう緩和ケア研修会

平成30年5月26日、27日
りんくう総合医療センター

大阪国際がんセンター
緩和ケア研修会

平成30年6月2日、3日
大阪国際がんセンター

第１回岸和田徳洲会病院
緩和ケア研修会

平成30年6月9日、10日
岸和田徳洲会病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会

平成30年6月23日、24日
大阪赤十字病院

第2回市立ひらかた病院
緩和ケア研修会

平成30年6月30日、7月1日
市立ひらかた病院

大阪急性期・総合医療センター
緩和ケア研修会

平成30年7月7日、8日
大阪急性期・総合医療センター
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氏名 所属 受講研修

木下 福章 JCHO大阪病院
千田 正 大阪急性期・総合医療センター
荻野 諒 大阪赤十字病院
由比 直樹 大阪赤十字病院
杉浦 愛子 大阪大学医学部附属病院
三上 恒治 市立豊中病院
福本 裕美 大阪急性期・総合医療センター
大西 彩加 大阪市立総合医療センター
寺岡 晶子 市立東大阪医療センター
大宮 千明 大阪赤十字病院
水谷 萌 大阪赤十字病院
濱谷 康弘 国立循環器病研究センター
藤原 碧 市立東大阪医療センター
三木 真理 独立行政法人国立病院機構刀根山病院
乙丸 一平 済生会中津病院
金城 聡司 福効医院
佐藤 正人 北野病院
高原 祥子 北野病院
武田 孝輔 北野病院
遠藤 耕介 北野病院
白石 裕介 北野病院
野呂 高之 北野病院
奥田 雄紀浩 北野病院
河野 光泰 大阪国際がんセンター
吉田 智弘 大阪市立大学医学部附属病院

岡 民子 岡医院
金子 雅宏 金子外科
橋村 光晴 四天王寺病院
東 純哉 鶴ケ丘東診療所
上村 拓也 東住吉森本病院
川口 洋平 東住吉森本病院
高塚 正樹 東住吉森本病院
武田 倫子 東住吉森本病院
鄒 仁峰 東住吉森本病院
仲川 浩一郎 東住吉森本病院
橋本 昌也 東住吉森本病院
堀田 潔 東住吉森本病院
村川 慧佑 東住吉森本病院
八木 匠 東住吉森本病院
石田 裕 NTT西日本大阪病院
社 浩太郎 NTT西日本大阪病院
中山 優花 NTT西日本大阪病院
坂本 理佳 NTT西日本大阪病院
是近 彩香 NTT西日本大阪病院
小弓場 弘典 NTT西日本大阪病院
角野 晶一 NTT西日本大阪病院
堀部 祐輝 大阪大学医学部附属病院
田井 格 大阪大学医学部附属病院
山内 健 大阪市立大学医学部附属病院
前田 圭 大阪赤十字病院
遠藤 紗穂 大阪赤十字病院
上原 彩 大阪市立大学医学部附属病院
植山 浩一 大阪市立大学医学部附属病院
姜 成勲 若草第一病院
田原 映理 兵庫医科大学病院
東條 文明 尼崎生協病院

豊田 なつみ 大阪市立総合医療センター
中村 遼太 大阪市立総合医療センター
西村 圭祐 大阪市立大学医学部附属病院
畠中 聡 育和会記念病院
舟津 えり子 大阪急性期・総合医療センター

守上 祐樹  守上クリニック

大和 泰子 タクデンタルクリニック
河 源 大阪府済生会野江病院
加藤 武志 大阪府済生会野江病院
阿部 咲良 大阪府済生会野江病院
佐藤 愛 大阪府済生会野江病院
田中 佑樹 大阪府済生会野江病院
徳山 裕貴 大阪府済生会野江病院
中村 健吾 大阪府済生会野江病院
齊藤 有起 大阪医科大学附属病院
松永 美佳子 医療法人永仁会 千里ペインクリニック
早田 直生 大阪赤十字病院
田中 綾香 大阪急性期・総合医療センター
畑 和範 大阪急性期・総合医療センター
喜納 直人 春秋会 城山病院
寺澤 理香 関西医科大学附属病院
東山 由佳 関西医科大学附属病院
福井 研太 関西医科大学附属病院
元木 佑典 関西医科大学附属病院
佐々木 啓志 関西医科大学附属病院
亀井 孝昌 関西医科大学附属病院
李 強 関西医科大学附属病院
田中 敏宏 関西医科大学附属病院
服部 葵 関西医科大学附属病院
北 采加 関西医科大学
吉田 奈央 関西医科大学
友田 篤志 関西医科大学
松岡 千尋 関西医科大学

第一回東住吉森本病院
緩和ケア研修会

平成30年7月21日、22日
東住吉森本病院

NTT西日本大阪病院
緩和ケア研修会

平成30年7月28日、7月29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30年8月4日、5日
大阪府済生会野江病院

第１４回 関西医科大学附属病院
緩和ケア研修会

平成30年8月25日、26日
関西医科大学附属病院

第10回 大阪きた緩和ケア研修会

平成30年7月14日、15日
北野病院

大阪急性期・総合医療センター
緩和ケア研修会

平成30年7月7日、8日
大阪急性期・総合医療センター
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氏名 所属 受講研修

松原 祥高 市立東大阪医療センター
酒井 拓 市立東大阪医療センター
山本 定徳 市立東大阪医療センター
隅 寿恵 市立東大阪医療センター
村田 雅彦 市立東大阪医療センター
石津 宜丸 市立東大阪医療センター
濱野 剛 市立東大阪医療センター
鷹野 讓 市立東大阪医療センター
長塚 俊貴 市立東大阪医療センター
田口 大輔 市立東大阪医療センター
池上 真理子 市立東大阪医療センター
中西 晃子 市立東大阪医療センター
柴田 祥吾 市立東大阪医療センター
福島 菖子 市立東大阪医療センター
西垣内 俊也 市立東大阪医療センター
松岡 成康 まつおかクリニック
廣嶋 貴大 若草第一病院
千葉 勉 関西電力病院
本出 圭 関西電力病院
魚瀬 優 関西電力病院
稲野 将二郎 関西電力病院
田村 佳菜子 関西電力病院
吉澤 淳 関西電力病院
宮原 永治 関西電力病院
矢野 舞 関西電力病院
坂元 宏匡 関西電力病院
岡村 佳奈 関西電力病院
岸崎 穂高 関西電力病院
中谷 晋 関西電力病院
中山 智 関西電力病院
堀井 亮 関西電力病院
矢野 雄大 関西電力病院
木村 浩二 関西電力病院
齋藤 敦徳 関西電力病院
高須 悠一 関西電力病院
竹原 元司 関西電力病院
古川 雄一郎 関西電力病院
山崎 裕自 関西電力病院
飯岡 孝英 関西電力病院
笹原 慎太郎 関西電力病院
三上 典子 関西電力病院
塩見 瑛梨 市立豊中病院
中根 英策 北野病院
山中 百優 国立大阪医療センター
牧田 俊則 大阪赤十字病院
土居 布加志 大阪回生病院
山田 康太 高槻病院
笹木 晋 高槻病院
横井 友紀 高槻病院
小野 あずさ 高槻病院
西村 一希 高槻病院
髙倉 一平 高槻病院
川上 将和 高槻病院
西川 祥太郎 北摂総合病院
反田 直希 野崎徳洲会病院
阪本 洵 北摂総合病院
岡田 健一郎 のぞみハートクリニック
湯口 賢 高槻病院
萩尾 佳介 大阪南医療センター
佐伯 行彦 大阪南医療センター
奥田 浩二 市丸内科
西川 彰人 ＰＬ病院
松岡 令起 ＰＬ病院
南郷 峰善 大阪南医療センター
吉田 篤史 大阪南医療センター
守津 汀 耳原総合病院
大川 雄太郎 大阪市立大学医学部附属病院
濱田 梨絵 大阪市立大学医学部附属病院
奥村 真侑 大阪市立大学医学部附属病院
尾野 亘 和泉市立総合医療センター
徳永 正弘 和泉市立総合医療センター
槙原 優 和泉市立総合医療センター
北 博行 和泉市立総合医療センター
小林 真晃 和泉市立総合医療センター
佐原 伸也 岸和田徳洲会病院
砂田 明日香 岸和田徳洲会病院
田中 彰博 大阪労災病院
松岡 唯 大阪労災病院
田中 康裕 大阪労災病院
河辺 隆誠 大阪労災病院
松尾 顯 大阪労災病院
薄木 崇介 大阪労災病院
山下 修人 大阪労災病院
阿部 優 大阪労災病院
小林 千夏 大阪労災病院
三宅 崇之 大阪労災病院
中村 文哉 大阪労災病院
布施 知佐香 大阪市立大学附属病院
木野 茂生 耳原総合病院
具 滋樹 耳原総合病院
岩崎 紗世 耳原総合病院
藤本 西蔵 耳原総合病院
三幡 輝久 大阪医科大学附属病院

大阪労災病院緩和ケア研修会

平成30年9月22日、23日
大阪労災病院

平成30年度市立東大阪医療センター
緩和ケア研修会

平成30年8月25日、26日
市立東大阪医療センター

第5回関西電力病院緩和ケア研修会

平成30年9月1日、2日
関西電力病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成30年9月1日、2日
愛仁会高槻病院

南河内二次医療圏・第１０回
緩和ケア研修会

平成30年9月8日、9日
大阪南医療センター

第2回和泉市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成30年9月15日、16日
和泉市立総合医療センター
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辻本 裕樹 医療法人樹友会 つじもと内科クリニック
丸山 克之 近畿大学医学部奈良病院
藤本 明子 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
瀬戸 まなび 西淀病院
今井 大達 ベルランド総合病院
小西 邦彦 ベルランド総合病院
長尾 宗英 ベルランド総合病院
永野 慎之介 ベルランド総合病院

堀口 直美 ベルランド総合病院

江崎 久男 住友病院
六車 彩子 住友病院
本城 勇樹 住友病院
左川 遼 住友病院
舘林 茂 アモウデンタルクリニック
千葉 三保 JCHO大阪病院
松下 章次郎 大阪回生病院
神藤 理 しんとうクリニック
岩橋 利彦 市立豊中病院
橘髙 翔子 関西医科大学附属病院 
仲井 えり 国立循環器病研究センター
内田 理子 JCHO大阪病院
田又 莉彩 大阪市立大学医学部附属病院 
清水 輝記 松下記念病院
荒川 宏 松下記念病院
金山 大成 松下記念病院
吉本 仁 松下記念病院
中島 章宏 松下記念病院
大郷 英里奈 松下記念病院
赤井 智香 松下記念病院
松岡 千紘 松下記念病院
白井 衿帆 松下記念病院
瀧上 夏未 松下記念病院
宮本 朋美 松下記念病院
谷口 雄基 松下記念病院
小松 俊介 耳原総合病院
瀨戸 郁美 大阪市立総合医療センター
中川 典彦 市立豊中病院
髙橋 圭 八尾徳洲会総合病院
阿部 祐子 八尾徳洲会総合病院
八田 康佑 八尾徳洲会総合病院
上田 明広 八尾徳洲会総合病院
姜 成樹 八尾徳洲会総合病院
三浦 佑介 市立東大阪医療センター
福岡 大史 市立東大阪医療センター
松尾 裕次郎 八尾徳洲会総合病院
土居 秀平 近畿大学医学部附属病院
樋口 貴之 市立東大阪医療センター
城阪 佳佑 八尾徳洲会総合病院
田中 尚 八尾徳洲会総合病院
吉井 勝彦 千船病院
葛 林楯 市立豊中病院
岩渕 瀬怜奈 高槻病院
中西 悠太 高槻病院
清水 祐里 高槻病院
宮井 佑也 千船病院
福田 祥直 千船病院
横山 陽子 千船病院
濵本 麻希 千船病院
林 伸介 千船病院
桝田 千晶 千船病院
有吉 偉雄 千船病院
平野 一 大阪医科大学附属病院
今川 尚子 大阪医科大学附属病院
鈴木 慶 大阪医科大学附属病院
古川 昌吾 大阪医科大学附属病院
尾野 直美 大阪医科大学附属病院
日外 知行 大阪医科大学附属病院
津田 泰宏 大阪医科大学附属病院
打田 裕明 大阪医科大学附属病院
森 龍彦 大阪医科大学附属病院
藤原 裕也 大阪医科大学附属病院
德永 雄希 大阪医科大学附属病院
長谷川 彰彦 大阪医科大学附属病院
藤城 高志 大阪医科大学附属病院
東迎 高聖 大阪医科大学附属病院
木下 真也 大阪医科大学附属病院
重留 一貴 大阪医科大学附属病院
中垣 孝規 大阪医科大学附属病院
藤本 隆一郎 大阪医科大学附属病院
松村 洋子 大阪医科大学附属病院
笹川 明子 大阪医科大学附属病院
礒橋 佳也子 大阪医科大学附属病院
浅野 三鈴 大阪医科大学附属病院
長峯 達成 大阪医科大学附属病院
藤原 淳 大阪医科大学附属病院
伊藤 英智 大阪医科大学附属病院
井上 雅巨 大阪医科大学附属病院
岡 成裕 大阪医科大学附属病院
岡部 知太 大阪医科大学附属病院
吉田 英莉子 大阪医科大学附属病院
古川 奈々子 大阪医科大学附属病院
香山 諒 大阪医科大学附属病院
今川 弘 大阪医科大学附属病院
佐野 庸平 大阪医科大学附属病院
三井 寛明 大阪医科大学附属病院

第８回住友病院緩和ケア研修会

平成30年10月6日、7日
住友病院

第10回ベルランド総合病院
緩和ケア研修会

平成30年9月29、30日
ベルランド総合病院

２０１８年度 松下記念病院
 緩和ケア研修会

平成30年10月13日、14日
松下記念病院

八尾徳洲会総合病院緩和ケア研修会

平成30年10月13日、14日
八尾徳洲会総合病院

千船病院緩和ケア研修会

平成30年10月20日、21日
千船病院

大阪医科大学附属病院
緩和ケア研修会

平成30年10月27日、28日
大阪医科大学附属病院
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小川 夏美 大阪医科大学附属病院
小川 智哉 大阪医科大学附属病院
松岡 俊裕 大阪医科大学附属病院
清水 光 大阪医科大学附属病院
生田 花織 大阪医科大学附属病院
西庵 克俊 大阪医科大学附属病院
船本 智哉 大阪医科大学附属病院
前田 智子 大阪医科大学附属病院
大河原 一真 大阪医科大学附属病院
中村 恵理子 大阪医科大学附属病院
虫明 修 大阪医科大学附属病院
田辺 一稀 大阪医科大学附属病院
藤吉 秀樹 大阪医科大学附属病院
尼木 純一 大阪医科大学附属病院
福田 弥彦 大阪医科大学附属病院
牧澤 佑樹 大阪医科大学附属病院
木村 凪沙 大阪医科大学附属病院
真貝 佳代子 八尾市立病院
山田 佳奈 八尾市立病院
花岡 希 八尾市立病院
松島 央和 八尾市立病院
小野 充嗣 八尾市立病院
貴島 和久 医療法人 貴島医院
新井 幸吉 医療法人永光会 新井クリニック
大井 通正 医療生協かわち野生活協同組合 八尾クリニック
南 英利 医療法人尚佑会 南クリニック
瀬邉 翠 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
中� 政志 大阪市立大学医学部付属病院
野尻 崇 市立東大阪医療センター
藤井 祥史 大阪医療センター
池田 彩 大阪医療センター
藤原 江璃奈 大阪医療センター
安部 晴彦 大阪医療センター
飯田 吉則 大阪医療センター
和田 賢人 大阪医療センター
谷田 将志 大阪医療センター
西本 渓佑 大阪医療センター
清木 祐介 大阪医療センター
氏本 大介 大阪医療センター
橋詰 奈穂 大阪医療センター
隠岐 雄太 大阪医療センター
山﨑 弘輝 大阪医療センター
綿谷 俊介 大阪医療センター
福田 真祐弥 まちだ胃腸病院
町田 愛 まちだ胃腸病院
田中 一穂 大和中央病院
桝谷 鷹弘 大阪市立大学医学部付属病院
中村 遼太 市立東大阪医療センター
浦上 実季 PL病院
上田 省三 上田外科医院
原田 宗一郎 大阪国際がんセンター
寛島 隆史 大阪警察病院
高橋 俊樹 大阪警察病院
崔 灵壽 大阪市立大学医学部付属病院
河野 まひる 大阪大学医学部附属病院

瀧内 剛 大阪大学医学部附属病院

佐藤 ゆかり 大阪大学医学部附属病院

和田 沙江子 大阪大学医学部附属病院

竹中 朋文 大阪大学医学部附属病院

中川 智義 大阪大学医学部附属病院

中島 伸彦 大阪大学医学部附属病院

竹原 徹郎 大阪大学医学部附属病院

井上 貴功 大阪大学医学部附属病院

木村 圭一 大阪大学医学部附属病院

保仙 直毅 大阪大学医学部附属病院

影山 美沙紀 大阪大学医学部附属病院

北風 雅敏 大阪大学医学部附属病院

狩野 孝 大阪大学医学部附属病院

松井 優紀 大阪大学医学部附属病院

山川 明希子 大阪大学医学部附属病院

清水 春菜 大阪大学医学部附属病院

石田 智憲 大阪大学医学部附属病院

川口 茜 大阪大学医学部附属病院

辻川 麻実 大阪大学医学部附属病院

木原 悠花梨 大阪大学医学部附属病院

清水 成 大阪大学医学部附属病院

水野 稜也 大阪大学医学部附属病院

宮原 智 大阪医療センター
宮崎 哲郎 大阪医療センター
宮﨑 稚子 北摂総合病院
原田 光一郎 吹田市民病院

八尾市立病院緩和ケア研修会

平成30年10月27日、28日
八尾市立病院

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

平成30年12月16日
大阪医療センター

平成３０年度大阪大学医学部
附属病院緩和ケア研修会

平成31年1月5日
大阪大学医学部附属病院

大阪医科大学附属病院
緩和ケア研修会

平成30年10月27日、28日
大阪医科大学附属病院
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中島 英樹 府中病院
林 いづみ 府中病院
渡辺 享永 府中病院
山下 智子 府中病院
須永 紋奈 大阪市立大学医学部附属病院

後藤 拓也 大阪市立大学医学部附属病院

曽根 さつき ベルランド総合病院
林 理絵 ベルランド総合病院
河野 奈央 府中病院
烏山 拓馬 府中病院
川田 雄司 府中病院
佐久間 崇 府中病院
伯井 志帆 府中病院
藤井 萌 府中病院
岩佐 一生 とまとクリニック
山科 雅央 関西医科大学総合医療センター
村川 浩一 村川医院
藤井 智子 大阪歯科大学附属病院
駒田 暢 大阪国際がんセンター
長谷川 慎一郎 大阪国際がんセンター
柄池 真規子 済生会泉尾病院
大西 祐一 大阪歯科大学附属病院
大平 僚祐 大阪医療センター
大平 乃理子 ＪＣＨＯ大阪病院
神末 怜 ＪＣＨＯ大阪病院
浜本 雄一朗 大阪国際がんセンター
兼松 智恵子 市立東大阪医療センター
寺本 昌司 大手前病院
永田 明弘 大手前病院
濱浦 信成 大手前病院
藤井 宗一郎 大手前病院
山本 佳奈 大手前病院
稲田 祐也 関西電力病院
永野 忠義 関西電力病院
吉増 有紗 関西電力病院
古田 希 関西電力病院
窪田 創大 関西電力病院
中嶋 玲那 関西電力病院
高崎 盛生 関西電力病院
姜 顯炅 関西電力病院
藤田 明彦 関西電力病院
和田 忠彦 関西電力病院
田中 雅樹 日本生命病院
髙橋 知里 日本生命病院
柴田 慈 大阪急性期・総合医療センター
木村 優香 日本生命病院
德岡 孝仁 日本生命病院
須賀 清夏 JCHO大阪病院
甲原 志緒里 市立豊中病院
田村 有里 日本生命病院
石田 哲朗 日本生命病院
審良 太郎 堺市立総合医療センター
黒飛 友里 堺市立総合医療センター
澤井 瑠一 堺市立総合医療センター
福永 幹 堺市立総合医療センター
村田 賢哉 堺市立総合医療センター
齋藤 梨奈 堺市立総合医療センター
島上 洋 堺市立総合医療センター
長谷川 千里巳 堺市立総合医療センター
平野 恵里子 堺市立総合医療センター
賀来 嵩仁 堺市立総合医療センター
田中 彩 堺市立総合医療センター
松浦 良信 堺市立総合医療センター
藤川 純子 堺市立総合医療センター
井代 学 堺市立総合医療センター
岡村 隆行 堺市立総合医療センター
中村 純寿 堺市立総合医療センター
薮野 佑介 堺市立総合医療センター
廣瀬 江祐 JCHO大阪病院
高橋 雄太 大阪府済生会富田林病院
野中 貴裕 大阪府済生会富田林病院
浦上 智加 関西医科大学附属病院
小野 直登 関西医科大学総合医療センター
北岡 由佳 関西医科大学附属病院
倉澤 志朗 関西医科大学総合医療センター
佐々木 浩太郎 関西医科大学総合医療センター
杉原 玲香 関西医科大学総合医療センター
鈴木 伸芳 関西医科大学総合医療センター
戸上 竜一 関西医科大学附属病院
平田 倫也 関西医科大学総合医療センター
山本 英里子 関西医科大学総合医療センター
諏訪 兼彦 関西医科大学附属病院
堀 雄一 関西医科大学附属病院
堀谷 俊介 関西医科大学附属病院
松本 泰司 関西医科大学附属病院
津村 えりか 菜の花診療所
文元 泰俊 JCHO大阪病院

第6回関西電力病院緩和ケア研修会

平成31年1月26日
関西電力病院

堺市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成31年1月27日
堺市立総合医療センター

平成30年度 関西医科大学総合
医療センター緩和ケア研修会

平成31年2月9日
関西医科大学総合医療センター

第８回 府中病院 緩和ケア研修会

平成31年1月12日
府中病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成31年1月20日
大手前病院
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氏名 所属 受講研修

上田 雅史 済生会吹田病院
中田 千華 済生会吹田病院
加知 直樹 済生会吹田病院
岡田 莉奈 済生会吹田病院
谷 建吾 済生会吹田病院
石神 賢一 済生会吹田病院
太田 和輝 済生会吹田病院
加藤 俊 済生会吹田病院
松下 泰士 済生会吹田病院
中村 将希 徳島市民病院
橘 拓也 済生会吹田病院
當内 竜馬 済生会吹田病院
前川 豊伸 済生会吹田病院
内藤 洋 敬寿クリニック
武田 浩暉 市立豊中病院
玉井 昌和 市立豊中病院
岡田 梓 市立豊中病院
荻野 崇之 市立豊中病院
彭 英峰 近畿大学医学部附属病院
古河 聡 ふるかわ医院
谷野 祐介 谷野医院
石田 大輔 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院
北田 清悟 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院
勝田 来未 大阪市立大学医学部附属病院
熊田 全裕 市立豊中病院
懸髙 浩規 市立豊中病院
土井 玲子 市立豊中病院
坂本 陽子 大阪大学大学院医学系研究科
岩本 勝来 石切生喜病院
上道 武 大東中央病院
江口 陽介 石切生喜病院
梶山 雄司 大東中央病院
黒田 真奈 石切生喜病院
竹内 千枝 石切生喜病院
田中 一巨 石切生喜病院
中西 紘一 石切生喜病院
中平 理恵 石切生喜病院
南郷谷 亮 石切生喜病院
福井 純毅 石切生喜病院
前野 考史 石切生喜病院
松井 恵利香 石切生喜病院
宮下 晶恵 石切生喜病院
宮地 克彦 石切生喜病院
山肩 正輝 石切生喜病院
山越 恭雄 石切生喜病院
山本 亜弥佳 石切生喜病院
山本 研 石切生喜病院
吉川 貴之祐 石切生喜病院
乾 浩己 宝癒会 いぬいクリニック
馬場 貴仁 八尾市立病院
坂本 明子 地方独立行政法人りんくう総合医療センター
百崎 詩子 ＪＣＨＯ大阪病院
井内 敦彦 大阪はびきの医療センター
田村 地生 地方独立行政法人りんくう総合医療センター
加藤 麻衣子 近畿大学医学部付属病院
松本 愛世 大阪警察病院
樋口 毅 市立貝塚病院
露口 一成 ＮＨＯ 近畿中央呼吸器センター
中井 紀博 中井医院
引網 梨奈 市立岸和田市民病院
田中 悠大 市立岸和田市民病院
堀谷 晋 市立岸和田市民病院
田口 護 市立岸和田市民病院
出原 正康 市立岸和田市民病院
山本 優一 市立岸和田市民病院
堀 耕太郎 大阪市立大学医学部附属病院
青原 健太 大阪市立大学医学部附属病院
吉村 隆太郎 大阪市立大学医学部附属病院
柴田 敦 大阪市立大学医学部附属病院
山本 崇之 大阪市立大学医学部附属病院
後藤 彩子 大阪市立大学医学部附属病院
下村 将央 大阪市立大学医学部附属病院
中井 建策 大阪市立大学医学部附属病院
大南 雅揮 大阪市立大学医学部附属病院
松尾 健志 大阪市立大学医学部附属病院
雨皿 和輝 大阪市立大学医学部附属病院
倉本 玲亜 大阪市立大学医学部附属病院
中野 葵 大阪市立大学医学部附属病院
宮本 遥 大阪市立大学医学部附属病院
矢野 恵理奈 大阪市立大学医学部附属病院
岡本 隆司 大阪市立大学医学部附属病院
山岸 政充 大阪市立大学医学部附属病院
光山 容仁 大阪市立大学医学部附属病院
西牧 良 大阪市立大学医学部附属病院
大浦 達史 大阪市立大学医学部附属病院
文野 佑紀 大阪市立大学医学部附属病院
平井 杏奈 神戸大学医学部附属病院
玉井 宏介 大阪市立大学医学部附属病院
水谷 肇 大阪市立大学医学部附属病院
橋本 拓朗 大阪市立大学医学部附属病院
柴田 悟 大阪市立大学医学部附属病院
森岡 郁哉 大阪市立大学医学部附属病院
森山 美知子 大阪市立大学医学部附属病院
岡本 幸太郎 大阪市立大学医学部附属病院
増田 翔 大阪市立大学医学部附属病院

第9回大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

平成31年2月16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31年2月17日
市立豊中病院

第2回石切生喜病院緩和ケア研修会

平成31年2月23日
石切生喜病院

第11回泉州緩和ケア研修会

平成31年3月3日
市立岸和田市民病院

大阪市立大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

平成31年3月17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

黒川 達哉 大阪市立大学医学部附属病院
淺野 数男 大阪市立大学医学部附属病院
前田 裕之 大阪市立大学医学部附属病院
岩木 亮介 関西電力病院
髙見 勝次 阪和住吉総合病院
鍵谷 真希 大阪医科大学附属病院
西野 仁 耳原総合病院
埜村 真也 大野記念病院
長富 友里 大阪市立大学医学部附属病院
多田 隆馬 大阪市立大学医学部附属病院
坂本 亘 大阪市立総合医療センター
江原 英治 大阪市立総合医療センター
林下 浩士 大阪市立総合医療センター
古家 信介 大阪市立総合医療センター
成子 隆彦 大阪市立総合医療センター
松本 亮 大阪市立総合医療センター
林 雄介 大阪市立総合医療センター
鈴鹿 隆教 大阪市立総合医療センター
田中 舞 大阪市立総合医療センター
嶋津 和宏 大阪市立総合医療センター
元山 宏華 大阪市立総合医療センター
生野 淑子 大阪市立総合医療センター
櫛山 菜穂子 大阪市立総合医療センター
山條 祐輝 大阪市立総合医療センター
西崎 泰隆 大阪市立総合医療センター
瀬尾 尚史 大阪市立総合医療センター
清水 克純 大阪市立総合医療センター
簡野 泰成 大阪市立総合医療センター
芦田 郷夢 大阪市立総合医療センター
岡田 真穂 大阪市立総合医療センター
吉井 大智 大阪市立総合医療センター
松木 葵 大阪市立総合医療センター
川上 由奈 大阪市立総合医療センター
坂田 美奈 大阪市立総合医療センター
松村 知美 大阪市立総合医療センター
倉員 啓太 大阪市立総合医療センター
木花 鋭一 豊中平成病院
前田 巨人 よつ葉クリニック
堂埜 恵理 大阪市立総合医療センター

大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成31年3月24日
大阪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

平成31年3月17日
大阪市立大学医学部附属病院
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敬称略
氏名 所属 受講研修

供田 津由子 耳原訪問看護ステーション

中山 富有美 耳原訪問看護ステーション
稲葉 律子 なにわ生野病院
清村 初美 わかくさ竜間リハビリテーション病院

岡田 裕子 浅香山病院
吉野 育代 大阪府済生会泉尾病院
山口 織江 大阪府済生会泉尾病院
林 菜摘 大阪府済生会泉尾病院
大江 奈緒 大阪警察病院
増田 暁 大阪警察病院
上野 咲子 大阪警察病院
武中 綾 大阪警察病院
黒田 幸佳 りんくう総合医療センター
樫本 真美 浅香山病院
平山 千裕 りんくう総合医療センター
永山 茉林 りんくう総合医療センター
若林 真由 りんくう総合医療センター
中野 万里子 公益財団法人 浅香山病院
増谷 健一郎 りんくう総合医療センター
川端 典子 IGTクリニック
土岐 文子 青山病院
松山 しま子 和泉市立総合医療センター
岩室 恵 耳原総合病院
石川 敬子 耳原総合病院
高科 晶代 りんくう総合医療センター
徳永 美咲 りんくう総合医療センター
鈴木 朋世 医療法人喜和会島田診療所
山田 るみ子 医療法人喜和会島田診療所
京塚 裕美 耳原訪問看護ステーション
森岡 久直 NTT西日本大阪病院
渋谷 和代 大阪国際がんセンター
加藤 真己子 大阪国際がんセンター
三井 一穂 大阪府済生会 新泉南病院
赤崎 千春 JCHO大阪病院
木村 宏隆 JCHO大阪病院
永浦 林太郎 大阪国際がんセンター
鈴木 昌幸 大阪国際がんセンター
谷口 小百合 大阪国際がんセンター
下梶谷 涼子 大阪国際がんセンター
納冨 敦子 大阪国際がんセンター
高月 千佳 耳原総合病院
増田 千香 耳原総合病院
澤 ゆかり 耳原訪問看護ステーション
内藤 昭子 耳原訪問看護ステーション
濱田 美加 大阪赤十字病院
金村 由華 大阪赤十字病院
澤田 幸恵 大阪赤十字病院
小野 寛子 大阪赤十字病院
薄木 美和 大阪赤十字病院
岩村 将大 大阪赤十字病院
大石 麻衣 大阪赤十字病院
伊藤 大翼 大阪赤十字病院
福島 智子 大阪赤十字病院
鳥井 祥子 大阪赤十字病院
赤塚 景子 市立ひらかた病院
安西 ひかる 市立ひらかた病院
石川 麻子 市立ひらかた病院
川上 ひとみ 市立ひらかた病院
北尾 恵子 市立ひらかた病院
後藤 恵子 市立ひらかた病院
坂田 恵梨香 社会医療法人 耳原総合病院
佐々木 郁子 市立ひらかた病院
西谷 真弓 市立ひらかた病院
丹羽 佳子 市立ひらかた病院
福山 美恵 市立ひらかた病院
松木 渉 市立ひらかた病院
薮 美晴 市立ひらかた病院
山浦 佳江美 市立ひらかた病院
山本 智美 市立ひらかた病院
米田 礼子 市立ひらかた病院
米光 涼 市立ひらかた病院
�村 圭織 市立ひらかた病院

平成30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5回 大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

平成30年4月14日、15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30年4月21日、22日
大阪警察病院

りんくう緩和ケア研修会

平成30年5月26日、27日
りんくう総合医療センター

大阪国際がんセンター
緩和ケア研修会

平成30年6月2日、3日
大阪国際がんセンター

第１回岸和田徳洲会病院緩和ケア研修会

平成30年6月9日、10日
岸和田徳洲会病院

大阪赤十字病院
緩和ケア研修会

平成30年6月23日、24日
大阪赤十字病院

第2回市立ひらかた病院
緩和ケア研修会

平成30年6月30日、7月1日
市立ひらかた病院
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氏名 所属 受講研修
籔田 まや 南大阪病院
早乙女 一正 大阪急性期・総合医療センター
増山 祥子 森ノ宮医療大学
西川 瑞穂 耳原訪問看護ステーション
光明寺 寿恵 大阪急性期・総合医療センター
沖永 静 ぷれみあむ訪問看護ステーション
髙田 弥寿子 国立循環器病研究センター
河野 由枝 国立循環器病研究センター
住田 美智子 福効医院
荒木 俊圭 イークリニック
伊藤 美乃里 北野病院
在本 麻由加 北野病院
三宅 麻文 北野病院
中多 陽子 北野病院
中村 淳子 北野病院
吉村 純子 北野病院
河瀬 麻衣 北野病院
尾松 貴裕 東住吉森本病院
北川 千波 東住吉森本病院
林 美由紀 南大阪病院
牟田部 真希 訪問看護たちばな
西尾 聡子 大阪市立大学大学院 看護学研究科がん急性看護学専攻

本郷 美樹 金沢外科胃腸科肛門科
高橋 きよな 社会医療法人景岳会南大阪病院
森 裕美 社会医療法人景岳会南大阪病院

安岡 裕美 市立東大阪医療センター
吉田 香 市立東大阪医療センター
倉橋 美奈 市立東大阪医療センター
吉兼 由美 市立東大阪医療センター
高田 道子 市立東大阪医療センター
中山 陽加 市立東大阪医療センター
森下 彩香 市立東大阪医療センター
中垣 友太 市立東大阪医療センター
伊藤 祐奈 市立東大阪医療センター
瀬崎 莉奈 市立東大阪医療センター
山野 宏章 南大阪病院
高橋 拓也 関西電力病院
玉城 光平 関西電力病院
茂山 翔太 関西電力病院
山本 恵子 訪問看護ステーション たちばな
久野 綾之 チャイルド・ケモ・クリニック
浜矢 早苗 耳原総合病院
濱邉 三紀子 耳原総合病院
田川 知津子 大阪南医療センター
松田 璃沙 大阪南医療センター
白崎 佑磨 大阪南医療センター
山口 真実 大阪南医療センター
前田 愛美 大阪南医療センター
宮島 麻衣 大阪南医療センター
森 高志 耳原総合病院
河﨑 美香子 大阪南医療センター
國近 成美 阪南中央病院
佐藤 美鈴 富田林病院
大山 美恵 富田林病院
中島 菜美 富田林病院
野尻 佳孝 和泉市立総合医療センター
奥野 智之 和泉市立総合医療センター
穴田 真由美 和泉市立総合医療センター
矢野 利幸 和泉市立総合医療センター
東野 美紀 和泉市立総合医療センター
西田 美緒 和泉市立総合医療センター
津野 幸恵 和泉市立総合医療センター
桐本 ますみ 大阪労災病院
西野 真菜 大阪労災病院
森 育代 大阪労災病院
鷺巣 佳子 大阪労災病院
大西 実希 大阪労災病院
堀野 幸子 浅香山病院
辻野 雅子 浅香山病院
中井 三季 南大阪病院

第10回 大阪きた
緩和ケア研修会

平成30年7月14日、15日
北野病院

大阪急性期・総合医療センター
緩和ケア研修会

平成30年7月7日、8日
大阪急性期・総合医療センター

第一回東住吉森本病院緩和ケア研修会

平成30年7月21日、22日
東住吉森本病院

大阪府済生会野江病院緩和ケア研修会

平成30年8月4日、5日
大阪府済生会野江病院

平成30年度市立東大阪医療
センター緩和ケア研修会

平成30年8月25日、26日
市立東大阪医療センター

第5回関西電力病院緩和ケア研修会

平成30年9月1日、2日
関西電力病院

高槻病院緩和ケア研修会

平成30年9月1日、2日
愛仁会高槻病院

南河内二次医療圏・第１０回
緩和ケア研修会

平成30年9月8日、9日
大阪南医療センター

第2回和泉市立総合医療センター
緩和ケア研修会

平成30年9月15日、16日
和泉市立総合医療センター

大阪労災病院緩和ケア研修会

平成30年9月22日、23日
大阪労災病院
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氏名 所属 受講研修
松本 ミユキ 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
川﨑 春名 社会医療法人景岳会 南大阪病院
稲川 由里 社会医療法人景岳会 南大阪病院
山崎 基樹 社会医療法人景岳会 南大阪病院
文野 春香 三谷ファミリークリニック
豊田 加代子 公益財団法人 浅香山病院
松本 智美 公益財団法人 浅香山病院
大石 真紀子 公益財団法人 浅香山病院
渡邊 未世 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
向山 由美子 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
中田 笑美子 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
林 優子 ベルランド総合病院
瀧山 莉沙 ベルランド総合病院
川野 洋子 ベルランド総合病院
石井 香帆 ベルランド総合病院
岸本 摩耶 ベルランド総合病院
楠本 琴未 ベルランド総合病院
前尾 久味子 ベルランド総合病院
小林 真由美 ベルランド総合病院
細野 理恵 チャイルド・ケモ・クリニック
玉嶋 みき 銀明堂薬局
大平 路子 耳原総合病院
濱田 達志 八尾徳洲会総合病院
宮本 千代美 八尾徳洲会総合病院
小山 洋史 八尾徳洲会総合病院
小西 賀洋子 八尾徳洲会総合病院
上田 真菜 八尾徳洲会総合病院
中野 みぶ 吹田徳洲会病院
黒川 湧哉 八尾徳洲会総合病院
田中 恵 八尾徳洲会総合病院
鈴木 夢実 八尾徳洲会総合病院
影山 雄紀 八尾徳洲会総合病院
秋田 裕香里 八尾徳洲会総合病院
中村 由香 チャイルドケモクリニック 千船病院緩和ケア研修会

吉野 知子 八尾市立病院
武内 宏美 医療法人朋侑会 吉田クリニック
上坂 利絵子 医療生協 八尾クリニック
林 智子 医療法人尚佑会 南クリニック
山地 節子 医療法人徳洲会 東大阪徳洲会病院
橋本 亜希 医療生協かわち野生活協同組合 東大阪生協病院
渕本 麻莉 医療法人春秋会 城山病院
神田 ゆか 八尾市立病院
生田 美恵子 医療法人貴島会 貴島病院本院
林 みずほ 大阪大学医学部附属病院 平成３０年度大阪大学医学部附属病院緩和ケア研修会

川野 真希 府中病院
林 尚美 府中病院
三宅 梨沙 府中病院
清水 利恵 府中病院
長田 真弓 府中病院
笹倉 未帆 府中病院
斉藤 和善 府中病院
山岡 真由美 大手前病院
藤本 冬佳 大手前病院
松本 涼 大手前病院
味谷 麻実加 大手前病院
藤田 薫 大手前病院
青木 くみこ 大手前病院
中村 仁美 関西電力病院
西野 ミチル 関西電力病院
森口 由香 関西電力病院
仙石 裕美 関西電力病院
沖井 惠子 関西医科大学総合医療センター
岸田 麻衣 関西医科大学総合医療センター
北平 大輔 関西医科大学総合医療センター
安部 朝美 関西医科大学総合医療センター
宮垣 有紗 関西医科大学総合医療センター
馬場 綾 関西医科大学総合医療センター
馬籠 紗織 関西医科大学総合医療センター
新 勤子 牧訪問看護ステーション
市川 香里 トム・ソーヤ訪問看護ステーション
前川 沙央里 済生会吹田病院
平松 正和 済生会吹田病院
橋本 明奈 済生会吹田病院
後藤 健次 済生会吹田病院
泉谷 健太朗 済生会吹田病院
平岡 恵子 済生会吹田病院

八尾徳洲会総合病院
緩和ケア研修会

平成30年10月13日、14日
八尾徳洲会総合病院

第10回ベルランド総合病院
緩和ケア研修会

平成30年9月29、30日
ベルランド総合病院

２０１８年度 松下記念病院
 緩和ケア研修会

平成30年10月13日、14日

八尾市立病院緩和ケア研修会

平成30年10月27日、28日
八尾市立病院

第８回 府中病院 緩和ケア研修会

平成31年1月12日
府中病院

大手前病院緩和ケア研修会

平成31年1月20日
大手前病院

第6回関西電力病院
緩和ケア研修会

平成31年1月26日
関西電力病院

平成30年度 関西医科大学総合
医療センター緩和ケア研修会

平成31年2月9日
関西医科大学総合医療センター

第9回大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

平成31年2月16日
大阪府済生会吹田病院
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氏名 所属 受講研修
柴田 明日香 市立豊中病院
岡田 牧子 みらい訪問看護ステーション
岸 郁妃 大一薬局
髙橋 真純 石切生喜病院
床西 冴月 石切生喜病院
松元 菊江 石切生喜病院
村瀬 浩平 石切生喜病院
衣笠 聖 医療法人 にしだクリニック
坂元 直子 医療法人吉川会 吉川病院
山下 真琴 地方独立行政法人りんくう総合医療センター
眞鍋 一美 泉大津市立病院
松本 昌広 社会医療法人同仁会 耳原総合病院
坂 啓子 医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院
阪上 しのぶ 医療法人幸心会 熊取ファミリークリニック
宇治川 真由美 訪問看護ステーション スリーピース
毛利 萌 市立岸和田市民病院
澤近 敦子 市立岸和田市民病院
咲花 彩 市立岸和田市民病院
池上 清子 大阪市立総合医療センター
吉井 恵一 大阪市立総合医療センター
前田 和輝 富田林病院
奥平 怜子 富田林病院
金沢 景俊 金沢外科胃腸科肛門科

豊能二次医療圏緩和ケア研修会

平成31年2月17日
市立豊中病院

第2回石切生喜病院緩和ケア研修会

平成31年2月23日
石切生喜病院

第11回泉州緩和ケア研修会

平成31年3月3日
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31年3月24日
大阪市立総合医療センター
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