
■緩和ケア研修会修了者名簿
（平成26年度開催　修了者数：106名）

修了者番号 氏名 所属施設名

612 谷掛　駿介 谷掛整形外科診療所

613 櫻井　立良 奈良西部病院

614 山田　懇 夕陽ヶ丘診療所

615 小山　拡史 市立奈良病院

616 ＊ ―

617 下河邊　嗣人 市立奈良病院

618 奥山　卓大 西奈良中央病院

619 田中　斉祐 市立奈良病院

620 前田　世礼 前田クリニック

621 友岡　文優 奈良県総合医療センター

622 大田　正秀 奈良県総合医療センター

623 信田　紗希 奈良県総合医療センター

624 塚田　直紀 奈良県総合医療センター

625 浅田　翔平 奈良県総合医療センター

626 山﨑　安寿弥 奈良県総合医療センター

627 田中　聡人 奈良県総合医療センター

628 堀田　有希 奈良県総合医療センター

629 ＊ ―

630 金谷　悠司 奈良県総合医療センター

631 金　東実 きむクリニック

632 小林　豊樹 奈良県立医科大学附属病院

633 上田　将秀 吉野病院

634 久保　貴裕 奈良県立医科大学附属病院

635 ＊ ―

636 ＊ ―

637 髙嶌　森彦 奈良県立医科大学附属病院

638 中山　洋平 奈良県立医科大学附属病院

639 高松　雄一 奈良県立医科大学附属病院

640 井川　大輔 奈良県立医科大学附属病院

641 ＊ ―

642 西岡　和弘 大和高田市立病院

643 春田　典子 市立奈良病院

644 芳田　龍太 奈良県立医科大学附属病院

645 ＊ ―

646 ＊ ―

647 ＊ ―

649 高木　忠隆 奈良県立医科大学附属病院

650 ＊ ―
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651 ＊ ―

652 宮尾　真理子 奈良県立医科大学附属病院

654 ＊ ―

655 ＊ ―

656 松本　弥生 奈良県立医科大学附属病院

657 福住　明夫 市立奈良病院

658 橋本　彩 市立奈良病院

659 岡村　隆仁 大和高田市立病院

660 西脇　英敏 奈良県立五條病院

661 辻　裕樹 奈良県立五條病院

662 中谷　聡 奈良県立五條病院

663 大谷　絵美 奈良県立五條病院

664 松田　卓也 市立奈良病院

665 井上　博人 市立奈良病院

666 桟敷　真理奈 市立奈良病院

667 渡辺　淳 奈良県立五條病院

668 森川　昇 市立奈良病院

669 富田　理子 市立奈良病院

670 西島　正剛 市立奈良病院

671 宮下　淳 市立奈良病院

672 勝見　祥子 市立奈良病院

673 東浦　友美 市立奈良病院

674 安部　美希子 近畿大学医学部奈良病院研修医

675 三浦　健 近畿大学医学部奈良病院呼吸器外科

676 ＊ ―

677 山口　万枝 近畿大学医学部奈良病院歯科口腔外科

678 ＊ ―

679 ＊ ―

680 加藤　寛章 近畿大学医学部奈良病院外科

681 金泉　博文 近畿大学医学部奈良病院外科

682 中井　義紀 近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科

683 澤口　博千代 近畿大学医学部奈良病院呼吸器内科

684 木下　大輔 近畿大学医学部奈良病院消化器内科

685 竹山　廣志 近畿大学医学部奈良病院外科

686 ＊ ―

687 松浦　知弘 近畿大学医学部奈良病院放射線科

688 ＊ ―

690 濱田　隆介 近畿大学医学部奈良病院研修医

691 岡田　崇 吉田病院内科
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692 田中　明美 ならやま診療所

693 松島　俊裕 山添村国民健康保険 波多野診療所

694 ＊ ―

695 ＊ ―

696 藤原　由規 近畿大学医学部奈良病院

697 中瀬　有遠 市立奈良病院

698 長田　寛之 市立奈良病院

699 大林　祐樹 天理よろづ相談所病院

700 植月　祐次 天理よろづ相談所病院

701 萩原　佳奈子 天理よろづ相談所病院

702 山本　静 天理よろづ相談所病院

703 髙橋　亜由美 天理よろづ相談所病院

704 津田　学 おかたに病院

705 相山  佑樹 天理よろづ相談所病院

706 田口　智朗 天理よろづ相談所病院

707 水越　健太 天理よろづ相談所病院

709 山中　冴 天理よろづ相談所病院

710 中村　悠治 天理よろづ相談所病院

712 ＊ ―

713 吉村　玄浩 天理よろづ相談所病院

714 米澤　恵子 天理よろづ相談所病院

715 西内　綾 天理よろづ相談所病院

716 ＊ ―

719 金　詩園 平和会　吉田病院

720 井上　善紀 奈良県立医科大学附属病院

721 ＊ ―

722 新納　恵美子 高の原中央病院

724 藤田　実穂 大和郡山病院

725 ＊ ―


