
大阪大学医学部附属病院　緩和ケア研修会受講者

氏名 受講時所属医療機関

渡部　健二 大阪大学医学部附属病院
長友　泉 大阪大学医学部附属病院
草壁　信輔 大阪大学医学部附属病院
木田　博 大阪大学医学部附属病院
花本　敦 大阪大学医学部附属病院
藤田　二郎 大阪大学医学部附属病院
新谷　康 大阪大学医学部附属病院
中本　敬 大阪大学医学部附属病院
塚本　泰正 大阪大学医学部附属病院
田口　裕紀子 大阪大学医学部附属病院
阿部　瑞穂 大阪大学医学部附属病院
蒋　妍 大阪大学医学部附属病院
小泉　雅彦 大阪大学医学部附属病院
吉岡　靖生 大阪大学医学部附属病院
川嶋　篤 大阪大学医学部附属病院
椎名　秀樹 大阪大学医学部附属病院
繁田　直哉 大阪大学医学部附属病院
井上　彬 大阪大学医学部附属病院
上村　英四郎 大阪大学医学部附属病院
大谷　直矢 大阪大学医学部附属病院
大髙　弘毅 大阪大学医学部附属病院
岡内　紀子 大阪大学医学部附属病院
小黒　英里 大阪大学医学部附属病院
栗谷　佳宏 大阪大学医学部附属病院
幸伏　寛和 大阪大学医学部附属病院
酒井　保奈 大阪大学医学部附属病院
島　盛雅 大阪大学医学部附属病院
髙田　真実 大阪大学医学部附属病院
竹村　和哉 大阪大学医学部附属病院
陳　エニー 大阪大学医学部附属病院
中村　亮介 大阪大学医学部附属病院
樋口　せいか 大阪大学医学部附属病院
藤岡　澄司 大阪大学医学部附属病院
藤本　幸太 大阪大学医学部附属病院
本山　雄一 大阪大学医学部附属病院
山田　知絵子 大阪大学医学部附属病院
鎌田　佳宏 大阪大学医学部附属病院
藤永　哲治 大阪大学医学部附属病院
末吉　弘尚 大阪大学医学部附属病院
塩出　悠登 大阪大学医学部附属病院
西尾　啓 大阪大学医学部附属病院
小山　正平 大阪大学医学部附属病院
西田　純幸 大阪大学医学部附属病院
尾路　祐介 大阪大学医学部附属病院
坪井　昭博 大阪大学医学部附属病院
南　正人 大阪大学医学部附属病院
佐倉　千萬 大阪大学医学部附属病院
水島　恒和 大阪大学医学部附属病院
黒川　幸典 大阪大学医学部附属病院
池嶋　遼 大阪大学医学部附属病院
西沢　佑次郎 大阪大学医学部附属病院
中島　清一 大阪大学医学部附属病院
宮﨑　安弘 大阪大学医学部附属病院
牧野　知紀 大阪大学医学部附属病院
東　重慶 大阪大学医学部附属病院
北川　透 大阪大学医学部附属病院
川本　弘一 大阪大学医学部附属病院
坂井　大介 大阪大学医学部附属病院
梅下　浩司 大阪大学医学部附属病院
渡邉　法之 大阪大学医学部附属病院
高本　香 大阪大学医学部附属病院
上野　豪久 大阪大学医学部附属病院
森本　壮 大阪大学医学部附属病院
橋田　徳康 大阪大学医学部附属病院
鈴木　基之 大阪大学医学部附属病院
中谷　彩香 大阪大学医学部附属病院
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大谷　志織 大阪大学医学部附属病院
清原　英司 大阪大学医学部附属病院
小林　栄仁 大阪大学医学部附属病院
澤田　真明 大阪大学医学部附属病院
久保田　哲 大阪大学医学部附属病院
木内　利郎 大阪大学医学部附属病院
松崎　恭介 大阪大学医学部附属病院
磯橋　文明 大阪大学医学部附属病院
玉利　慶介 大阪大学医学部附属病院
髙野　徹 大阪大学医学部附属病院
中尾　真一郎 大阪大学医学部附属病院
宋　美穂子　 大阪大学医学部附属病院
川本　優 大阪大学医学部附属病院
井原　拾得 大阪大学医学部附属病院
占部　翔一朗 大阪大学医学部附属病院
岸野　義信 大阪大学医学部附属病院
喜多　洸介 大阪大学医学部附属病院
河本　晋平 大阪大学医学部附属病院
田中　裕介 大阪大学医学部附属病院
知念　良直 大阪大学医学部附属病院
阿知波　孝宗 大阪大学医学部附属病院
阿部　豊文 大阪大学医学部附属病院
石見　壮史 大阪大学医学部附属病院
井上　隆弘 大阪大学医学部附属病院
猪原　秀典 大阪大学医学部附属病院
植野　吾郎 大阪大学医学部附属病院
卜部　彩子 大阪大学医学部附属病院
大須賀　慶悟 大阪大学医学部附属病院
岡　芳弘 大阪大学医学部附属病院
奥村　明之進 大阪大学医学部附属病院
奥山　宏臣 大阪大学医学部附属病院
角田　洋一 大阪大学医学部附属病院
川井　翔一朗 大阪大学医学部附属病院
河嶋　厚成 大阪大学医学部附属病院
木内　寛 大阪大学医学部附属病院
北原　貴之 大阪大学医学部附属病院
小玉　尚宏 大阪大学医学部附属病院
小玉　美智子 大阪大学医学部附属病院
柴山　浩彦 大阪大学医学部附属病院
白井　久美子 大阪大学医学部附属病院
白石　万紀子 大阪大学医学部附属病院
髙橋　亜矢子 大阪大学医学部附属病院
竹中　聡 大阪大学医学部附属病院
田中　晃司 大阪大学医学部附属病院
田中　諒 大阪大学医学部附属病院
常俊　保夫 大阪大学医学部附属病院
土岐　祐一郎 大阪大学医学部附属病院
富原　英生 大阪大学医学部附属病院
長井　健悟 大阪大学医学部附属病院
永原　啓 大阪大学医学部附属病院
野々村　祝夫 大阪大学医学部附属病院
濵田　健一郎 大阪大学医学部附属病院
日山　智史 大阪大学医学部附属病院
深田　唯史 大阪大学医学部附属病院
福田　泰也 大阪大学医学部附属病院
藤本　美智子 大阪大学医学部附属病院
古谷　毅一郎 大阪大学医学部附属病院
明神　悠太 大阪大学医学部附属病院
森　正樹 大阪大学医学部附属病院
森下　直紀 大阪大学医学部附属病院
八木　悠理子 大阪大学医学部附属病院
山﨑　誠 大阪大学医学部附属病院
山田　光泰 大阪大学医学部附属病院
横田　千里 大阪大学医学部附属病院
吉岡　鉄平 大阪大学医学部附属病院
良原　丈夫 大阪大学医学部附属病院
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和田　尚 大阪大学医学部附属病院
岡澤　晶子 大阪大学医学部附属病院
岡森　仁臣 大阪大学医学部附属病院
香川　尚己 大阪大学医学部附属病院
金田　眞理 大阪大学医学部附属病院
河田　慶太郎 大阪大学医学部附属病院
川村　憲彦 大阪大学医学部附属病院
木島　貴志 大阪大学医学部附属病院
木村　正 大阪大学医学部附属病院
金　昇晋 大阪大学医学部附属病院
久能　英法 大阪大学医学部附属病院
久保　盾貴 大阪大学医学部附属病院
後藤　邦仁 大阪大学医学部附属病院
齋藤　俊寛 大阪大学医学部附属病院
佐竹　祐人 大阪大学医学部附属病院
島津　研三 大阪大学医学部附属病院
下田　雅史 大阪大学医学部附属病院
白旗　恵美 大阪大学医学部附属病院
新野　直樹 大阪大学医学部附属病院
高橋　秀和 大阪大学医学部附属病院
滝本　宜之 大阪大学医学部附属病院
武岡　奉均 大阪大学医学部附属病院
田附　裕子 大阪大学医学部附属病院
種村　篤 大阪大学医学部附属病院
俊山　礼志 大阪大学医学部附属病院
冨山　佳昭 大阪大学医学部附属病院
西田　尚弘 大阪大学医学部附属病院
西村　純一 大阪大学医学部附属病院
新田　統昭 大阪大学医学部附属病院
波多　豪 大阪大学医学部附属病院
原　豪男 大阪大学医学部附属病院
日高　洋 大阪大学医学部附属病院
松浦　雄祐 大阪大学医学部附属病院
松浦　玲 大阪大学医学部附属病院
松崎　慎哉 大阪大学医学部附属病院
三賀森　学 大阪大学医学部附属病院
満塩　研人 大阪大学医学部附属病院
三宅　祐一朗 大阪大学医学部附属病院
百瀬　洸太 大阪大学医学部附属病院
山田　大作 大阪大学医学部附属病院
山中　宏晃 大阪大学医学部附属病院
山本　浩文 大阪大学医学部附属病院
吉野　潔 大阪大学医学部附属病院
和田　浩志 大阪大学医学部附属病院
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