
※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

細川　香菜 JCHO大阪病院
松村　有起 JCHO大阪病院
冨田　真未 JCHO大阪病院
正廣　紀衣 JCHO大阪病院
上田　彩加 JCHO大阪病院
布川　侑香 大阪市大附属病院
長　彰翁 大阪大学附属病院
村上　瑛亮 大阪府済生会泉尾病院
根本　将 大阪府済生会泉尾病院
布川　裕人 大阪府済生会泉尾病院
北惠　詩穂里 大阪府済生会泉尾病院

髙原　圭子 大阪警察病院
三好　真央 大阪警察病院
長野　広通 大阪警察病院
田邊　元太郎 大阪警察病院
北尾　隆 箕面市立病院
瀬戸口　映 箕面市立病院
阪本　隆希 箕面市立病院
宮部　淳二 大阪大学大学院
劉　柱亨 大阪大学医学部附属病院
宇田　尚史 医療法人北辰会有澤総合病院
藤本　卓也 こまちクリニック
小笹　祐 耳原総合病院
岩嶋　佳子 耳原総合病院
松田　大樹 りんくう総合医療センター
河田　清美 七山病院
櫻井　靖久 りんくう総合医療センター
濱田　悠輔 りんくう総合医療センター
和田　盛人 南大阪病院
藤田　祐大 自衛隊阪神病院
浦上　裕行 りんくう総合医療センター
畑中　奈保子 りんくう総合医療センター
眞田　裕一 市立貝塚病院
西川　達哉 大阪国際がんセンター
宮田　博志 大阪国際がんセンター
若松　透 大阪国際がんセンター
杉本　一真 大阪国際がんセンター
吉見　佳奈 日本生命病院
中村　仁美 大阪急性期・総合医療センター
中濵　涼子 大阪急性期・総合医療センター
杉本　達朗 大阪急性期・総合医療センター
德野　愛 大阪急性期・総合医療センター
地主　皓一 大阪急性期・総合医療センター
井上　栄美 大阪急性期・総合医療センター
仮屋　勇希 大阪急性期・総合医療センター
藤井　勇基 大阪国際がんセンター
増田　寛雄 大阪市立大学医学部附属病院
玄山　宗到 大阪急性期・総合医療センター
三谷　一樹 大阪赤十字病院
若宮　志織 関西メディカル病院
紙屋　熙紀 大阪赤十字病院
天野　克比古 大阪大学大学院歯学研究科
北内　京子 大阪急性期・総合医療センター

第6回大阪府済生会泉尾病院
緩和ケア研修会

平成31年4月14日
大阪府済生会泉尾病院

大阪警察病院　緩和ケア研修会

令和元年5月11日
大阪警察病院

箕面市立病院緩和ケア研修会

令和元年5月12日
箕面市立病院

令和元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

りんくう緩和ケア研修会

令和元年5月26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

令和元年6月1日
大阪国際がんセンター



氏名 所属 受講研修

松元　陽一 岸和田徳洲会病院
森岡　信行 岸和田徳洲会病院
井上　太郎 岸和田徳洲会病院
吉原　友篤 岸和田徳洲会病院
本里　健一郎 岸和田徳洲会病院
篝　健司 岸和田徳洲会病院
飯野　竜彦 岸和田徳洲会病院
星川　聖人 岸和田徳洲会病院
安田　幸司 岸和田徳洲会病院
髙橋　大地 岸和田徳洲会病院
綛谷　哲矢 松原徳洲会病院
上村　健太 大阪市立大学医学部附属病院
中野　直樹 近畿大学病院
小川　智永 小川外科
桐山　有紀 大阪医療センター
安達　史哉 市立ひらかた病院
伊藤　厳太郎 医療法人嘉健会　思温病院
大島　友里 大阪市立大学医学部附属病院
金子　貴則 市立ひらかた病院
北野　勝也 市立ひらかた病院
近藤　圭策 医療法人達瑛会　鳳胃腸病院
佐藤　公美 市立ひらかた病院
高井　亮輔 大阪医科大学附属病院
田村　雅一 野崎徳州会病院
西本　凪里 市立ひらかた病院
西森　早苗 市立ひらかた病院
廣瀬　昂彦 市立ひらかた病院
江原　一雅 まえさこ医院
河島　祥彦 医療法人　河島医院
松井　英 あべの松井クリニック
外川　啓介　　 大阪市立大学医学部附属病院
武田　徳弘 医療法人あい内科クリニック
小川　正文 山本第三病院
中川　泰生 山本第三病院
田中　充 耳原総合病院
杉山　円 耳原総合病院
金澤　里映 社会医療法人景岳会南大阪病院
小木曽　聖 大阪鉄道病院
百瀨　大 大阪鉄道病院
橋村　剛 大阪鉄道病院
松浦　文彦 大阪鉄道病院
白井　丈雄 大阪医科大学附属病院
田中　陽菜 大阪市立大学医学部附属病院
梅原　康湖 大阪鉄道病院
伊藤　晴康 大阪赤十字病院
尾北　賢治 大阪赤十字病院
桂　隆介 大阪赤十字病院
金井　有吾 大阪赤十字病院
河野　杏奈 大阪赤十字病院
河野　祐子 大阪市立大学医学部附属病院
木村　蓮 大阪赤十字病院
小山　徹 四天王寺病院
白石　恵 大阪赤十字病院
髙橋　祥太 大阪赤十字病院
髙橋　由樹 大阪赤十字病院
仲　亮祐 大阪赤十字病院
中川　英一郎 大阪赤十字病院
中津　太郎 大阪赤十字病院
福島　知穂 大阪赤十字病院
藤川　詩織 大阪赤十字病院
松任　健一 大阪赤十字病院

第3回市立ひらかた病院
緩和ケア研修会

令和元年6月29日
市立ひらかた病院

大阪鉄道病院　緩和ケア研修会

令和元年6月30日
大阪鉄道病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会

令和元年7月6日
大阪赤十字病院

第2回岸和田徳洲会病院
緩和ケア研修会

令和元年6月8日
岸和田徳洲会病院



氏名 所属 受講研修

稲村　美子 大阪急性期・総合医療センター
梅田　駿 大阪急性期・総合医療センター
北川　綾香 大阪急性期・総合医療センター
中尾　元 大阪急性期・総合医療センター
永島　希 大阪急性期・総合医療センター
仲田　佳津明 大阪急性期・総合医療センター
中田　秀一 大阪急性期・総合医療センター
野邊　亮丞 大阪急性期・総合医療センター
平野　昌孝 大阪急性期・総合医療センター
増田　優 大阪急性期・総合医療センター
松谷　和奈 大阪急性期・総合医療センター
南　健介 大阪急性期・総合医療センター
熊田　裕美 大阪急性期・総合医療センター
東　賢志 大阪急性期・総合医療センター
里村　洋樹 大阪急性期・総合医療センター
田中　博子 大阪急性期・総合医療センター
垰夲　大喜 大阪急性期・総合医療センター
岡橋　沙美 大阪市立大学医学部附属病院
橋本　篤 南大阪病院
石野　昇 東住吉森本病院
康　文豪 大阪市立十三市民病院
甲賀　鉄平 大阪市立大学医学部附属病院
髙橋　信滋 大阪市立大学医学部附属病院
寺川　洋子 東住吉森本病院
徳原　孝哉 鳳胃腸病院
増田　光輝 大阪市立大学医学部附属病院
森　逸 東住吉森本病院
森　匡史 もりファミリークリニック
森脇　光康 大阪市立十三市民病院
宮田　正彦 社会医療法人三宝会　南港病院
髙木　康裕 大阪市立十三市民病院
西山　毅 大阪市立十三市民病院
近藤　楓基 大阪大学医学部附属病院
福永　ゆか 市立豊中病院
堅田　梨穂 市立豊中病院
田中　英治 北野病院
井口　公太 北野病院
福井　希実 北野病院
熊澤　明子 北野病院
酒井　麻里子 北野病院
岡本　吉央 北野病院
東　千尋 大阪府済生会中津病院
久　周作 大阪府済生会中津病院
岡田　明彦 大阪府済生会中津病院
松田　達也 大阪府済生会中津病院
荒井　利恵 大阪府済生会中津病院
野田　彰大 大阪府済生会中津病院
北村　俊樹 大阪府済生会中津病院
田中　里奈 大阪府済生会中津病院

大阪急性期・総合医療センター
緩和ケア研修会

令和元年7月7日
大阪急性期・総合医療センター

第二回東住吉森本病院
緩和ケア研修会

令和元年7月20日
東住吉森本病院

第11回大阪きた
緩和ケア研修会

令和元年7月27日
大阪府済生会中津病院



氏名 所属 受講研修

和泉　俊明 大阪府済生会野江病院
宇都宮　敏生 大阪府済生会野江病院
大迫　隆敏 大阪府済生会野江病院
中西　達彦 大阪府済生会野江病院
金子　顕子 大阪府済生会野江病院
貴志　亮太 大阪府済生会野江病院
中谷　彩乃 大阪府済生会野江病院
室井　勇人 大阪府済生会野江病院
鯉江　基哉 こいえ内科医院
林　穏江 住友病院
髙木　宏己 髙木医院
細谷　俊光 明石医療センター
大西　敏雄 おおにし内科・小児科
奥田　亜紀子 北野病院
宮澤　直高 大阪府済生会中津病院
岡田　夏実 大阪市立大学医学部附属病院
佐々木　扶実 大阪市立大学医学部附属病院
二見　駿平 大阪市立大学医学部附属病院
徳原　満雄 関西医科大学附属病院
丸尾　基展 関西医科大学附属病院
吉田 直史 関西医科大学附属病院
市川　純 関西医科大学附属病院
中野　斉 関西医科大学附属病院
川西　誠 関西医科大学附属病院
中尾　一慶 関西医科大学附属病院
武田　純一 関西医科大学附属病院
梅垣　岳志 関西医科大学附属病院
上村　幸子 関西医科大学附属病院
上埜　泰寛 関西医科大学附属病院
長谷　公隆 関西医科大学附属病院
寺中　若菜 関西医科大学附属病院
安井　大樹 関西医科大学附属病院
嶋村　晃宏 関西医科大学附属病院
杉浦　美紗 関西医科大学附属病院
久保　朋子 関西医科大学附属病院
金　鎮秀 関西医科大学附属病院
神田　咲希 関西医科大学附属病院
磯　亜佑美 関西医科大学附属病院
山添　剛志 関西医科大学附属病院
山科　茉由 関西医科大学附属病院
中　春花 関西医科大学附属病院
平島　梨容子 関西医科大学附属病院
川端　祐太 関西医科大学附属病院
関灘　大輔 大阪市立大学医学部附属病院
小堀　瑛里菜 大阪市立大学医学部附属病院
福井　有華 大阪大学医学部附属病院
藤村　龍太 市立東大阪医療センター
神谷　智 市立東大阪医療センター
城　卓之 市立東大阪医療センター
石川　史彬 市立東大阪医療センター
藤岡　智宏 市立東大阪医療センター
竹中　友洋 市立東大阪医療センター
西中　瑛美 市立東大阪医療センター
竹中　乃由利 市立東大阪医療センター
松田　優 市立東大阪医療センター
今井　一彰 市立東大阪医療センター
朝川　遼 市立東大阪医療センター
中原　一貴 市立東大阪医療センター
荒井　啓暢 小豆島中央病院
金村　洙行 嘉誠会　山本医院
豊田　哲守 阪神医療生活協同組合　第一診療所
池田　宜子 宝持会池田病院

大阪府済生会野江病院
緩和ケア研修会

令和元年8月4日
大阪府済生会野江病院

第15回　関西医科大学附属病院
緩和ケア研修会

令和元年8月24日
関西医科大学附属病院

令和元年度
市立東大阪医療センター

緩和ケア研修会

令和元年8月25日
市立東大阪医療センター



氏名 所属 受講研修

石井　克尚 関西電力病院
豊島　慶雄 関西電力病院
平野　博久 関西電力病院
岡本　紗希 関西電力病院
岡　佑和 関西電力病院
置塩　達也 関西電力病院
相馬　凱大 関西電力病院
橋本　大輝 関西電力病院
井村　将大 関西電力病院
島袋　誠地 関西電力病院
星田　樹里 関西電力病院
佐藤　雄 関西電力病院
小林　哲郎 健保連大阪中央病院
福岡　功士 JCHO大阪病院
森野　数哉 大阪赤十字病院
北平　有紀子 市立豊中病院
朝田　滋貴 朝田整形外科
池田　光正 近畿大学病院
石澤　命彦 近畿大学病院
井上　紳司 近畿大学病院
岩井　建樹 近畿大学病院
岩元　秀輔 近畿大学病院
老木　華 近畿大学病院
岡井　夏輝 近畿大学病院
小川　誠人 近畿大学病院
奥田　早紀 近畿大学病院
加藤　天美 近畿大学病院
川口　奈都美 近畿大学病院
岸本　和也 近畿大学病院
北中　涼太郎 近畿大学病院
木下　浩二 近畿大学病院
楠瀬　貴士 近畿大学病院
佐藤　祐美 近畿大学病院
眞田　寧皓 近畿大学病院
塩野　弘晶 近畿大学病院
志賀　俊彦 近畿大学病院
寺田　長央 近畿大学病院
中井　基晶 近畿大学病院
長尾　典尚 長尾クリニック
中嶋　詔子 近畿大学病院
中田　翼 近畿大学病院
中野　大哉 近畿大学病院
中山　尭仁 近畿大学病院
野﨑　祐史 近畿大学病院
波江野　真大 近畿大学病院
布川　知史 近畿大学病院
福永　真也 医療法人真医会　福永クリニック
船内　正憲 近畿大学病院
細野　眞 近畿大学病院
松原　卓哉 近畿大学病院
松村　大智 近畿大学病院
道浦　徹 近畿大学病院
山岸　孝太郎 近畿大学病院
吉岡　宏真 近畿大学病院
吉田　耕一郎 近畿大学病院
吉野　由佳梨 近畿大学病院
李　在俊 近畿大学病院
李　進海 近畿大学病院
和田　有生 近畿大学病院
渡邊　暁 近畿大学病院

第7回関西電力病院
緩和ケア研修会

令和元年8月31日
関西電力病院

近畿大学緩和ケア研修会

令和元年9月1日
近畿大学病院



氏名 所属 受講研修

大野 恭裕 和泉市立総合医療センター
岩谷 太平 耳原総合病院
冨田 麻美 八尾市立病院
梅村 沙紀 近畿大学病院
片岡 亨 ベルランド総合病院
河村 勇志 耳原総合病院
帆足 佳奈 大阪市立大学医学部附属病院
岡村 千鶴 ベルランド総合病院
竹本 祐基 ベルランド総合病院
仲尾 有美 ベルランド総合病院
原 菜摘 ベルランド総合病院
藤田 葵 ベルランド総合病院
吉岡　史江 市立豊中病院
八上　佳和 東大阪病院
野村　倫子 大阪赤十字病院
足立　浩幸 医誠会病院
和泉　清拓 関西電力病院
濵田　悠介 市立豊中病院
高屋　龍生 北野病院
大木元　彩夏 北野病院
福島　光浩 昭和大学横浜市北部病院
野杁　純一 淀川キリスト教病院
桃原　実大 ももはらクリニック
西井　陸大 関西電力病院
瀧川　清統 近畿大学医学部附属病院
宗内　巌 大阪府済生会中津病院
福田　虹恵 大阪府済生会千里病院
岩井　稜 大阪府済生会千里病院
衣川　謙 淀川キリスト教病院
梅田　昴 淀川キリスト教病院
秋山　寛明 淀川キリスト教病院
齊藤　星也 淀川キリスト教病院
松本　聖志朗 淀川キリスト教病院
伊藤　菜穂子 淀川キリスト教病院
酒井　鷹平 淀川キリスト教病院
瀨下　将大 淀川キリスト教病院
中辻　孝太 淀川キリスト教病院
成田　一喜 淀川キリスト教病院
山口　実賀 淀川キリスト教病院
吉永　武史 淀川キリスト教病院
三橋　亜由美 東大阪生協病院
竹綱　成典 市立吹田市民病院
井手　彩夏 市立吹田市民病院
朴　美暎 大阪大学医学部附属病院
田邉　英高 市立吹田市民病院
細川　明子 市立吹田市民病院
岩橋　博見 市立豊中病院
勝久　寛太 市立吹田市民病院
中西　弥智 市立吹田市民病院
大月　道夫 大阪大学医学部附属病院
斉藤　匠 市立吹田市民病院
甲原　雄平 日本生命病院
牧野　さほ 市立吹田市民病院
安田　健太朗 市立吹田市民病院
鎌倉　悠宇 市立吹田市民病院
多月　周哉 市立豊中病院
森本　時光 市立吹田市民病院
臼井　規朗 大阪母子医療センター

市立吹田市民病院
緩和ケア研修会

令和元年9月14日
市立吹田市民病院

緩和ケア研修会
-PEACEプロジェクト大阪

2019-

令和元年9月8日
淀川キリスト教病院

第11回ベルランド総合病院・
緩和ケア研修会

令和元年9月7日
ベルランド総合病院



氏名 所属 受講研修

筒泉　貴彦 高槻病院
花篤　弘一 高槻病院
山岡　貴志 高槻病院
中島　健爾 高槻病院
豐田　勝孝 大阪医科大学附属病院
菅野　直記 市立豊中病院
繁縄　翔太 市立豊中病院
松浦　想 高槻病院
亀谷　耕平 高槻病院
三島　洋輝 高槻病院
大熊　尚美 高槻病院
石原　美崎 高槻病院
土肥　周平 高槻病院
増田　祥子 高槻病院
中村　夏樹 高槻病院
中村　卓巳 高槻病院
伊藤　裕貴 高槻病院
岩﨑　幹季 大阪労災病院
奥田　眞也 大阪労災病院
遠山　雅彦 大阪労災病院
田中　美成 大阪労災病院
中川　滋 大阪労災病院
山村　在慶 大阪労災病院
長本　行隆 大阪労災病院
高橋　信太郎 大阪労災病院
金城　聖一 大阪労災病院
中村　卓 大阪労災病院
江川　卓弥 大阪労災病院
山田　有季 大阪労災病院
山本　陽子 大阪労災病院
栗本　聖之 大阪労災病院
西垣　大毅 大阪労災病院
平井　健太郎 大阪労災病院
木ノ本　卓己 大阪労災病院
福﨑　剛広 大阪労災病院
岩下　友里絵 大阪労災病院
八木　悠 大阪労災病院
澤村　みずき 大阪労災病院
満田　朱音 大阪労災病院
宮﨑　由貴 津田病院
足立　健彦 北野病院
西尾　崇弘 大阪大学歯学部附属病院
須河内　昭成 大阪大学歯学部附属病院
上角　亮介 耳原総合病院
小田　剛紀 大阪南医療センター
山本　よしこ 大阪南医療センター
秋田　鐘弼 大阪南医療センター
藤原　正義 大阪暁明館病院
小川　敦史 大阪南医療センター
前田　悠希 大阪南医療センター
小倉　沙耶香 大阪南医療センター
生駒　龍興 大阪南医療センター
池内　麻紀子 大阪南医療センター
廣井　綾華 大阪南医療センター
大畑　俊裕 大阪南医療センター
安東　豊 大阪南医療センター
狭間　敬憲 大阪南医療センター

2019年度　大阪労災病院
緩和ケア研修会

令和元年9月16日
大阪労災病院

南河内二次医療圏・
第11回　緩和ケア研修会

令和元年9月22日
大阪南医療センター

高槻病院緩和ケア研修会

令和元年9月15日
高槻病院



氏名 所属 受講研修

谷口　和久 南港病院
岩井　宏樹 市立豊中病院
熊野　晶理 市立豊中病院
横山　太陽 市立豊中病院
西島　良介 市立豊中病院
島岡　高宏 大阪大学医学部附属病院
徳地　真帆 大阪大学医学部附属病院
別府　曜子 市立池田病院
笹岡　佑輔 市立池田病院
水谷　陽 市立池田病院
浜辺　友也 市立池田病院
杉町　英香 市立池田病院
北國　大樹 市立池田病院
住谷　仁 市立池田病院
九鬼　惇人 市立池田病院
山内　桂二郎 市立池田病院
三橋　靖大 市立池田病院
宮本　憲征 市立池田病院
塩谷　早紀子 住友病院
浅田　侑樹 住友病院
生田　健人 北野病院
笹井　久徳 住友病院
大北　莉奈 住友病院
川上　秀夫 住友病院
村上　賢 住友病院
齊藤　亘 住友病院
三輪　俊格 住友病院
片平　征伸 住友病院
坂野　勇太 住友病院
山本　翔 住友病院
高橋　牧郎 大阪赤十字病院
大森　弘基 大阪南医療センター
小野　祐介 大阪大学医学部附属病院
榎本　敬恵 大阪ブレストクリニック
松尾　遥 大阪大学医学部附属病院
藤田 尚子 多根総合病院
吉田 瑞樹 多根総合病院
菊川 拓也 多根総合病院
橋村 友哉 多根総合病院
小澤 慎太郎 多根総合病院
杉本 篤史 多根総合病院
沢村 梢 多根総合病院
仲辻 有佑 多根総合病院
國方 桃代 大阪市立大学医学部附属病院
坊岡 阿紀 大阪市立大学医学部附属病院
岩田 恵 大阪赤十字病院
林 尚輝 大阪掖済会病院
吉田 俊子 淀川キリスト教病院
金丸　知寛 八尾徳洲会総合病院
松岡　徹 医療法人仁悠会　ゆうクリニック
北澤　利幸 医真会八尾リハビリテーション病院
松岡　浩平 八尾徳洲会総合病院
百田　和貴 八尾徳洲会総合病院
本吉　司 八尾徳洲会総合病院
安　昌起 八尾徳洲会総合病院
糸井　健人 八尾徳洲会総合病院
高　沙野 八尾徳洲会総合病院
金子　愛子 耳原総合病院
小林　夏子 八尾徳洲会総合病院
小牟田　清英 大阪大学医学部附属病院
大野　正光 大野歯科医院
田中　祐一良 医療法人　田中医院
山西　整 大阪母子医療センター
松岡　伸英 八尾徳洲会総合病院

市立池田病院　緩和ケア研修会

令和元年9月28日
市立池田病院

第9回住友病院
緩和ケア研修会

令和元年9月29日
住友病院

第6回　多根総合病院
緩和ケア研修会

令和元年10月5日
多根総合病院

八尾徳洲会総合病院
緩和ケア研修会

令和元年10月6日
八尾徳洲会総合病院



氏名 所属 受講研修

国本　一輝 千船病院
石村　楓貴 千船病院
好木　康明 千船病院
岩橋　怜子 千船病院
小林　基子 千船病院　
安藤　悠子 千船病院
山﨑　亮 千船病院
金森　良介 北野病院
長谷部　雅士 北野病院
川田　淳史 大阪大学医学部附属病院
松廣 有紀 耳原総合病院
北川 綾美 耳原総合病院
鷲見 宗一郎 耳原総合病院
藤本 卓司 耳原総合病院
田端 志郎 耳原総合病院
坂本 祥大 耳原総合病院
梁 泰成 耳原総合病院
田中 禎之 耳原総合病院
藤井　建一 耳原総合病院
井上 剛裕 耳原総合病院
成田　亮紀 耳原総合病院
宮里　和佳 耳原総合病院
嶋田　真弓 耳原総合病院
元村 尚嗣 大阪市立大学大学院医学研究科
中嶋　章浩 大阪暁明館病院
松下　和彦 松下歯科
堀辺　多加志 堀辺医院
小村　菜緒 大阪府済生会千里病院
荒木　ちさと 市立東大阪医療センター
桃實　徹 八尾市立病院
佐田　篤史 八尾市立病院
青原　大介 八尾市立病院
川端　将生 八尾市立病院
中島　安紗海 八尾市立病院
山浦　大輝 八尾市立病院
櫟原　崇宏 医療法人聴道会櫟原医院
井上　健太郎 高槻赤十字病院
江田　哲信 高槻赤十字病院
金子　至寿佳 高槻赤十字病院
小坂　一真 大阪大学医学部附属病院
西尾　龍太郎 大阪大学医学部附属病院
野原　丈裕 のはらクリニック
橋本　千穂 市立豊中病院
松山　秋子 大阪大学医学部附属病院
松山　和史 大阪大学医学部附属病院
本橋　和也 高槻赤十字病院
矢倉　伊織 高槻赤十字病院
清水　英孝 済生会吹田病院
酒井　恭子 済生会吹田病院
綿部　裕馬 済生会吹田病院
渡邉　和久 済生会吹田病院
浦上　貴弘 済生会吹田病院
西川　奈歩 済生会吹田病院
植田　駿 済生会吹田病院
德田　涼介 済生会吹田病院
杉本　雅史 済生会吹田病院
片山　智也 済生会吹田病院
平瀨　主税 近畿大学附属病院
鶴﨑　正勝 近畿大学附属病院
瀧田　正亮 済生会中津病院
最上　伸一 済生会吹田病院
鍬田　知子 第一東和会病院

第10回大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

令和元年11月30日
大阪府済生会吹田病院

2019年度千船病院
緩和ケア研修会

令和元年10月19日
千船病院

耳原総合病院　第1回
緩和ケア（PEACE）研修会

令和元年10月20日
耳原総合病院

八尾市立病院
緩和ケア研修会

令和元年10月26日
八尾市立病院

高槻赤十字病院緩和ケア研修会

令和元年10月27日
高槻赤十字病院



氏名 所属 受講研修

清家　志円 大阪大学医学部附属病院
山口　慧 大阪大学医学部附属病院
部坂　篤 大阪大学医学部附属病院
新開　泰宏 大阪大学医学部附属病院
福井　絵里子 大阪大学医学部附属病院
宮本　哲愼 大阪大学医学部附属病院
竹内　祐喜 大阪大学医学部附属病院
飛松　亜宙 大阪大学医学部附属病院
横山　雄樹 大阪大学医学部附属病院
Panitvorapume Patraphol 大阪大学医学部附属病院
中井　麻稀 大阪大学医学部附属病院
小島　伸介 大阪大学医学部附属病院
村尾　修平 大阪大学医学部附属病院
箕浦　悠太郎 大阪大学医学部附属病院
刘　志文 大阪大学医学部附属病院
下村　峻司 大阪大学医学部附属病院
甲斐　千舟 大阪大学医学部附属病院
松田　佳祐 大阪大学医学部附属病院
大辻　晋吾 大阪大学医学部附属病院
桺　雅也 近畿大学病院
谷口　道代 若草第一病院
桑島　士郎 東朋病院
三上　麻紀子 日本生命病院
横田　祐介 大阪大学歯学部附属病院
鵜澤　成一 大阪大学歯学部附属病院
齋藤　未佑 大阪医療センター
山田　恵理子 大阪医療センター
𠮷田　英人 大阪医療センター
吉川　秀樹 市立豊中病院
藤村　博信 市立豊中病院
仲谷　利栄 市立豊中病院
中山　明子 内科循環器内科　中山クリニック
野村　萌 大阪府済生会中津病院
北中　崇雄 市立池田病院
三好　愛 市立貝塚病院
小畠　典子 相生病院
山本　克己 JCHO大阪病院
東田　章 守口生野記念病院
倉田　宝保 関西医科大学附属病院
小笠原　將之 大阪大学大学院医学系研究科
古田　朗人 岸和田徳洲会病院
露口　恵理 岸和田徳洲会病院
坂口　知香子 大阪医科大学附属病院
葛城　圭 守口生野記念病院
山本　凜子 大阪医科大学附属病院
川平　洋一 市立豊中病院
晃野 秀梧 堺市立総合医療センター
梶川 隆一郎 堺市立総合医療センター
久野 亜積実 堺市立総合医療センター
新井 睦 堺市立総合医療センター
為永 節雄 堺市立総合医療センター
市丸 昂樹 堺市立総合医療センター
岸 具宏 堺市立総合医療センター
田中 敬祐 堺市立総合医療センター
馬場 皆人 大阪母子医療センター
菊澤 千秋 堺市立総合医療センター
常俊 雄介 堺市立総合医療センター
成原 英彦 咲洲病院
柳川 憲一 寺元記念病院
星本 真弘 清恵会病院

令和元年度大阪大学医学部附属
病院緩和ケア研修会

令和元年12月7日
大阪大学医学部附属病院

豊能二次医療圏緩和ケア研修会

令和元年12月8日
市立豊中病院

堺市立総合医療センター
緩和ケア研修会

令和元年12月15日
堺市立総合医療センター



氏名 所属 受講研修

緒方　洋 社会医療法人同仁会耳原総合病院
吉岡　篤志 社会医療法人同仁会耳原総合病院
冨岡　百合子 社会医療法人同仁会耳原総合病院
鮫島　希代子 大阪医科大学附属病院
岡田　由実子 社会医療法人生長会府中病院
倉橋　寛樹 社会医療法人生長会府中病院
菰田　あすか 社会医療法人生長会府中病院
知花　沙貴 社会医療法人生長会府中病院
八重　秀克 社会医療法人生長会府中病院
石川　晴邦 大阪医科大学附属病院
今泉　孝太 大阪医科大学附属病院
岩本　摩耶 耳原総合病院
大西　尚哉 大阪医科大学附属病院
小野　祥子 大阪医科大学附属病院
河合　俊哉 大阪医科大学附属病院
神吉　佐智子 大阪医科大学附属病院
木下　一太 大阪医科大学附属病院
木村　孝平 大阪医科大学附属病院
工藤　敦子 大阪医科大学附属病院
久保　洋一郎 大阪医科大学附属病院
黒松　由貴 大阪医科大学附属病院
郡山　智志 大阪医科大学附属病院
雑賀　崇文 大阪医科大学附属病院
坂口　健太 大阪医科大学附属病院
佐々木　翔平 大阪医科大学附属病院
清水　定典 大阪医科大学附属病院
杉本　亜沙美 大阪医科大学附属病院
高木　優美香 大阪医科大学附属病院
武市　直大 大阪医科大学附属病院
武田　翔 大阪医科大学附属病院
多田　真知花 大阪医科大学附属病院
辻中　聖也 大阪医科大学附属病院
辻野　晃平 大阪医科大学附属病院
寺田　良太 十三市民病院
冨田　光貴 大阪医科大学附属病院
中嶋　建元 大阪医科大学附属病院
中島　有香 大阪医科大学附属病院
野田　純希 大阪医科大学附属病院
藤田　太輔 大阪医科大学附属病院
松谷　歩 大阪医科大学附属病院
水谷　正洋 大阪医科大学附属病院
溝渕　祥 大阪医科大学附属病院

第9回府中病院
緩和ケア研修会

令和2年1月11日
府中病院

大阪医科大学附属病院
緩和ケア研修会

令和2年1月18日
大阪医科大学附属病院



氏名 所属 受講研修

荒木　悠里 大阪医科大学附属病院
梅垣　修 大阪医科大学附属病院
大保　拓也 大阪医科大学附属病院
岡　雅美 大阪医科大学附属病院
梶本　宜永 大阪医科大学附属病院
亀石　眞 大阪医科大学附属病院
金城　碧 大阪医科大学附属病院
重清　太郎 大阪医科大学附属病院
高須　朗 大阪医科大学附属病院
武市　有希也 大阪医科大学附属病院
寺山　奈央 大阪医科大学附属病院
豊原　功侍 大阪医科大学附属病院
西田　美央 大阪医科大学附属病院
野中　麻由美 大阪医科大学附属病院
平岡　栞名 大阪医科大学附属病院
松波　小百合 大阪医科大学附属病院
三村　真士 大阪医科大学附属病院
宮本　裕紀 大阪医科大学附属病院
森川　和哉 大阪医科大学附属病院
守倉　礼 大阪医科大学附属病院
矢野　冬馬 大阪医科大学附属病院
矢野　裕介 大阪医科大学附属病院
山口　亮介 大阪医科大学附属病院
吉田　麻美 大阪医科大学附属病院
若間　仁司 大阪医科大学附属病院
小泉　雅英 小泉内科
中村　吉晴 市立吹田市民病院
山口　翼 住友病院
土井　貴弘 大手前病院
柴田　明有美 大手前病院
中田　佳世 大阪国際がんセンター
松永　伸郎 寺元記念病院
相川　友直 大阪大学大学院歯学研究科・歯学部附属病院

丸野　元彦 行岡病院
橋本　洋章 大手前病院
内田　健太郎 大阪市立大学医学部附属病院
舟尾　清昭 大野記念病院
花盛　敬輝 大手前病院
田中　擴址 田中病院
永松　航 北摂総合病院
張　翔 守口生野記念病院
松田　恭典 大阪府済生会中津病院
長岡　沙織 大手前病院
中辻　友希 大手前病院

大阪医科大学附属病院
緩和ケア研修会

令和2年2月8日
大阪医科大学附属病院

大手前病院
緩和ケア研修会

令和2年2月9日
大手前病院



氏名 所属 受講研修

青木　宣篤 関西医科大学総合医療センター
青木　敦子 八尾こころのホスピタル
宇野　梨恵子 関西医科大学総合医療センター
何澤　信礼 関西医科大学総合医療センター
梶野　健太郎 関西医科大学附属病院
小嶋　大也 枚方公済病院
酒井　千琴 関西医科大学総合医療センター
阪本　幸世 関西医科大学総合医療センター
清水　敏幸 関西医科大学附属病院
角　　千里 関西医科大学総合医療センター
菅　　俊光 関西医科大学総合医療センター
滝澤　奈恵 関西医科大学附属病院
谷一　正尚 関西医科大学総合医療センター
田中　優樹 関西医科大学総合医療センター
田原　慎治 関西医科大学総合医療センター
趙　　正秀 大阪大学歯学部附属病院
中　　智也 関西医科大学総合医療センター
中澤　里沙 関西医科大学附属病院
村田　美樹 関西医科大学総合医療センター
室田　卓之 関西医科大学総合医療センター
栁田　英佐 関西医科大学総合医療センター
吉岡　和彦 関西医科大学総合医療センター
吉田　有希 関西医科大学総合医療センター
吉矢　和久 関西医科大学総合医療センター
三代　康雄 大阪市立総合医療センター
山田　直紀 大阪市立総合医療センター
上坂　友紀 大阪市立総合医療センター
大山　利栄 大阪市立総合医療センター
野土　聡司 大阪市立総合医療センター
水津　充理 大阪市立総合医療センター
田中　志歩 大阪市立総合医療センター
四重田　爽音 大阪市立総合医療センター
池田　哲也 大阪市立総合医療センター
稲田　拓治 井上病院
出口　寛 いでぐち医院
山下　正人 コープ都島クリニック
深尾　篤嗣 茨木市保健医療センター
髙見　拓矢 三菱京都病院
島　悦子 神戸中央病院
忌部　周 いんべ診療所
坂東　裕貴 北摂総合病院
作永　瑞希 北摂総合病院
椙本　興平 耳原総合病院
川野　祐暉 JHCO大阪病院

令和元年度関西医科大学総合
医療センター緩和ケア研修会

令和2年2月11日
関西医科大学総合医療センター

令和元年度大阪市立総合
医療センター緩和ケア研修会

令和2年3月22日
大阪市立総合医療センター



※所属は研修会受講時の所属
敬称略

氏名 所属 受講研修

島内　愛 箕面市立病院看護局

森木　友紀 大阪大学大学院

山﨑　和子 かすがいクリニック

川村　歩 スギ薬局箕面東店

加木　弘美 つながる訪問看護ステーション

東　万莉菜 りんくう総合医療センター

池田　真綾 りんくう総合医療センター

新谷　麻希 訪問看護ステーションここな

村井　倫子 りんくう総合医療センター

西村　亜希子 りんくう総合医療センター

福井　直之 七山病院

岡田　恭子 りんくう総合医療センター

清水　美保子 訪問看護ステーションここな

雨﨑　ゆかり 和泉市立総合医療センター

宮本　奈央子 和泉市立総合医療センター

濵塚　麻綾 和泉市立総合医療センター

加減　真衣 和泉市立総合医療センター

三木　理恵子 和泉市立総合医療センター

吉田　晴美 耳原総合病院

福馬　綾 大阪国際がんセンター

河上　明子 大阪国際がんセンター

中村　仁美 大阪国際がんセンター

藤田　早苗 大阪国際がんセンター

藤本　侑大 大阪国際がんセンター

江口　真知子 耳原総合病院

久保　裕彰 市立ひらかた病院

山本　美奈 市立ひらかた病院

令和元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

箕面市立病院緩和ケア研修会

令和元年5月12日
箕面市立病院

りんくう緩和ケア研修会

令和元年5月26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

令和元年6月1日
大阪国際がんセンター

第3回市立ひらかた病院
緩和ケア研修会

令和元年6月29日
市立ひらかた病院



氏名 所属 受講研修

中田　笑美子 (社)同仁会 耳原総合病院

毛利　一輝 大阪赤十字病院

佐野　篤 耳原総合病院

大阪急性期・総合医療センター
緩和ケア研修会

令和元年7月7日
大阪急性期・総合医療センター

磯尾　恭子 耳原総合病院

金堀場　未久 東住吉森本病院

馬塲　優菜 東住吉森本病院

春木　康子 耳原総合病院

南澤　郁実 東住吉森本病院

村上　翔梧 東住吉森本病院

中西　敬子 大阪府済生会野江病院

金山　伊津子 大阪府済生会野江病院

秋本　妙 大阪府済生会野江病院

田中　美穂 大阪府済生会野江病院

高見　友美 大阪府済生会野江病院

片岡　愛友佳 大阪府済生会野江病院

西嶋　綾 耳原総合病院

木戸　穂菜美 市立東大阪医療センター

塩﨑　綾 市立東大阪医療センター

小林　美佑紀 市立東大阪医療センター

石橋　真央 市立東大阪医療センター

根本　知里 市立東大阪医療センター

平井　あすか 市立東大阪医療センター

橋本　亜希 東大阪生協病院

永岡　玲奈 関西電力病院

森田　裕介 関西電力病院

草場　正彦 関西電力病院

川口　夕貴 中村クリニック

谷　祐佳 耳原総合病院

令和元年度
市立東大阪医療センター

緩和ケア研修会

令和元年8月25日
市立東大阪医療センター

第7回関西電力病院
緩和ケア研修会

令和元年8月31日
関西電力病院

大阪赤十字病院緩和ケア研修会

令和元年7月6日
大阪赤十字病院

第二回東住吉森本病院
緩和ケア研修会

令和元年7月20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

令和元年8月4日
大阪府済生会野江病院



氏名 所属 受講研修

辻本　大樹　　 第一東和会病院

榎田　璃菜子 南大阪病院

黒川　好美 和泉立総合医療センター

中川　雅文 市立豊中病院

瀧川　美保 耳原総合病院

長川堂　晶子 耳原総合病院

園田　愛永 チャイルド・ケモ・ハウス

杉江　梓 南大阪病院

迎山　愛寿美 南大阪病院

西野　知子 南大阪病院

澁谷　真美 ベルランド総合病院

荒井　亮佳 ベルランド総合病院

南　翔子 ベルランド総合病院

馬場　真紀 ベルランド総合病院

中川　恵 ベルランド総合病院

車路　敏子 ベルランド総合病院

嶽小原　恵 淀川キリスト教病院

北口　剛吉 大阪警察病院

河端　和彦 市立柏原病院

成見　阿紀 多根総合病院

岡田　努 淀川キリスト教病院

武藏　真由美 阪神医療生協　第一診療所

宮田　亜紀 淀川キリスト教病院

村田　優子 東大阪生協病院

吉田　浩子 東大阪生協病院

和田　栄子 淀川キリスト教病院

大久保　芳子 市立吹田市民病院

市立吹田市民病院緩和ケア研修会

令和元年9月14日
市立吹田市民病院

高石　絵美 高槻病院

高槻病院緩和ケア研修会

令和元年9月15日
高槻病院

第11回ベルランド総合病院・
緩和ケア研修会

令和元年9月7日
ベルランド総合病院

緩和ケア研修会
-PEACEプロジェクト大阪2019-

令和元年9月8日
淀川キリスト教病院



氏名 所属 受講研修

山口　里視 大阪労災病院

藤田　加寿代 大阪労災病院

奥野　揮代 大阪労災病院

井上　佳奈 耳原総合病院

冨山　琴美 耳原総合病院

豆田　瑞伎 耳原総合病院

榎本　美幸 ＰＬ病院

石橋　弘章 ＰＬ病院

奥水　芳恵 大阪南医療センター

福井　愛子 近畿大学奈良病院

桝井 礼伊子 多根総合病院

栗林 美由紀 多根総合病院

横山 梨津子 多根総合病院

西川 珠代 大正病院

市橋　晴菜 八尾徳洲会総合病院

宇野　光世 生駒市立病院

渋谷　悠真 八尾徳洲会総合病院

中嶋　美也子 八尾徳洲会総合病院

四本　絵理 八尾徳洲会総合病院

五十嵐　健太 八尾徳洲会総合病院

長谷川　由紀子 よろこび訪問看護ステーション若草支所

門田　翔太 八尾徳洲会総合病院

岩尾　涼 八尾徳洲会総合病院

大野　敦久 大野歯科医院

勝木　志津江 井上病院

2019年度千船病院緩和ケア研修会

令和元年10月19日
千船病院

石野 愛弓 耳原総合病院

吉尾　知佐 耳原総合病院

河村　成子 耳原総合病院

福井　百未 耳原総合病院

第6回　多根総合病院
緩和ケア研修会

令和元年10月5日
多根総合病院

八尾徳洲会総合病院
緩和ケア研修会

令和元年10月6日
八尾徳洲会総合病院

耳原総合病院　第1回
緩和ケア（PEACE）研修会

令和元年10月20日
耳原総合病院

2019年度　大阪労災病院
緩和ケア研修会

令和元年9月16日
大阪労災病院

南河内二次医療圏・
第11回　緩和ケア研修会

令和元年9月22日
大阪南医療センター



氏名 所属 受講研修

橋本　淳子 市立柏原病院

谷口　尚子 市立柏原病院

前多　哲也 あい内科クリニック

西面　成隆 あい内科クリニック

八百田　昭江 東大阪生協病院

田中　久美 室家あったかクリニック

和田　真樹　 貴島病院本院

栗見　尚子 しうちプライマリケアクリニック

河合　祐希 八尾市立病院

植村　笑美 八尾市立病院

川端　奈緒美 済生会吹田病院

田中　佐世理 済生会吹田病院

荒金　里英 済生会吹田病院

中村　泰輔 済生会吹田病院

李　佳英 済生会吹田病院

村地　康 大阪大学医学部附属病院

令和元年度大阪大学医学部附属病院
緩和ケア研修会

令和元年12月7日
大阪大学医学部附属病院

奥田　響子 ふるかわ医院

太倉　章子 鹿児島県立大島病院

新本　明美 大阪市立十三市民病院

大石　恵里 市立豊中病院

中原　聡子 ふるかわ医院

寺田 史記 堺市立総合医療センター

山下 まゆ子 堺市立総合医療センター

好井 理世 堺市立総合医療センター

濵口 佳子 堺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

令和元年12月15日
堺市立総合医療センター

八尾市立病院
緩和ケア研修会

令和元年10月26日
八尾市立病院

第10回大阪府済生会吹田病院
緩和ケア研修会

令和元年11月30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

令和元年12月8日
市立豊中病院



氏名 所属 受講研修

脊古　麻里 和泉市立総合医療センター

呉山　七緒 社会医療法人生長会府中病院

田口　英輝 社会医療法人生長会阪南市民病院

家田　知美 社会医療法人生長会府中病院

赤刎　正清 社会医療法人生長会府中病院

藤木　祐奈 社会医療法人生長会阪南市民病院

山下　美紅 社会医療法人生長会阪南市民病院

中村　美知 社会医療法人生長会阪南市民病院

高垣　麻紀 社会医療法人生長会阪南市民病院

岡　千奈美 大阪市立十三市民病院

斉喜　尚子 大阪市立十三市民病院

麻生　真未 野崎徳洲会病院

稲田　牧子 大手前病院

二俣　麻衣 関西医科大学総合医療センター

沼田　沙希 関西医科大学総合医療センター

和田　なぎさ 関西医科大学総合医療センター

川岸　愛菜 大阪市立総合医療センター

令和元年度大阪市立総合医療センター
緩和ケア研修会

令和2年3月22日
大阪市立総合医療センター

第9回府中病院
緩和ケア研修会

令和2年1月11日
府中病院

大手前病院緩和ケア研修会

令和2年2月9日
大手前病院

令和元年度関西医科大学総合医療センター
緩和ケア研修会

令和2年2月11日
関西医科大学総合医療センター


