
















































愛知県
第25回 藤田保健衛生大学病院緩和ケア研修会
藤田保健衛生大学病院
平成29年10月28日、10月29日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

星川　康 藤田保健衛生大学病院

平嶋　竜太郎 藤田保健衛生大学病院

石黒　謙一郎 藤田保健衛生大学病院

髙岡　大介 藤田保健衛生大学病院

河邊　拓 藤田保健衛生大学病院

古澤　浩一 総合青山病院

野村　僚子 藤田保健衛生大学病院

池田　安紀 藤田保健衛生大学病院

杉田　晃 藤田保健衛生大学病院

中野　裕子 藤田保健衛生大学病院

畑川　奈都樹 藤田保健衛生大学病院

坂野　文彦 藤田保健衛生大学病院

東口　貴彦 藤田保健衛生大学病院

藤田　将平 藤田保健衛生大学病院

山下　智子 藤田保健衛生大学病院

髙橋　龍之介 藤田保健衛生大学病院

小嶋　大二朗 藤田保健衛生大学病院

近石　壮登 藤田保健衛生大学病院

芦澤　琢磨 藤田保健衛生大学病院

安藤　由梨恵 藤田保健衛生大学病院

後藤　昌之 藤田保健衛生大学病院

酒井　景司 藤田保健衛生大学病院

澤田　健 藤田保健衛生大学病院

鹿野　和樹 藤田保健衛生大学病院

廣地　真理子 藤田保健衛生大学病院

小牧　令典 藤田保健衛生大学病院

大屋　貴裕 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院

緩和ケア研修会修了者名簿

  【都道府県】
  【緩和ケア研修会の名称】
  【主催者の名称】
  【開催日】



愛知県
第26回 藤田保健衛生大学病院緩和ケア研修会
藤田保健衛生大学病院
平成30年3月10日、3月11日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

谷口　賢 藤田保健衛生大学病院

豊嶋　幹生 浜松労災病院

鬼頭　雄亮 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院

淺野　智也 藤田保健衛生大学病院

伊藤　裕幸 藤田保健衛生大学病院

大野　斉毅 藤田保健衛生大学病院

加藤　邦尚 藤田保健衛生大学病院

鈴木　紳也 藤田保健衛生大学病院

荒木　聡美 藤田保健衛生大学病院

安藤　尊康 藤田保健衛生大学病院

川畑　麻耶 藤田保健衛生大学病院

神田　吉統 藤田保健衛生大学病院

下田　茉莉加 藤田保健衛生大学病院

橋本　紗由美 藤田保健衛生大学病院

林　和孝 藤田保健衛生大学病院

松村　和泰 藤田保健衛生大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第27回 藤田保健衛生大学病院緩和ケア研修会
藤田保健衛生大学病院
平成30年6月2日、6月3日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

麻生　裕紀 名古屋大学医学部附属病院

遠山　邦宏 藤田保健衛生大学病院

久保　伸太郎 藤田保健衛生大学病院

清野　祐介 藤田保健衛生大学病院

永江　俊介 藤田保健衛生大学病院

長崎　弘 藤田保健衛生大学病院

金野　慶 藤田保健衛生大学病院

森川　慶一 藤田保健衛生大学病院

磯貝　理恵子 藤田保健衛生大学病院

伊藤　綾香 藤田保健衛生大学病院

須藤　湧太 藤田保健衛生大学病院

中神　宏章 藤田保健衛生大学病院

藤原　凌 藤田保健衛生大学病院

堀内　雅人 藤田保健衛生大学病院

元永　智績 藤田保健衛生大学病院

安田　澪奈 藤田保健衛生大学病院

内匠　悟 藤田保健衛生大学病院

山村　莉依 藤田保健衛生大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第28回 藤田医科大学病院緩和ケア研修会
藤田医科大学病院
平成30年10月21日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

七原　秀彰 藤田医科大学病院

服部　孝彦 藤田医科大学病院

山田　芙由美 藤田医科大学病院

𠮷田　英里 藤田医科大学病院

内山　桂一 藤田医科大学病院

加藤　心良 藤田医科大学病院

小竹　善子 藤田医科大学病院

齋藤　聡一郎 藤田医科大学病院

外山　陽子 藤田医科大学病院

中野　頌子 藤田医科大学病院

松本　沙弓 藤田医科大学病院

山田　友菜 藤田医科大学病院

澤崎　巧 藤田医科大学病院

金子　寛之 藤田医科大学病院

伊藤　栄紀 藤田医科大学病院

武藤　淳 藤田医科大学病院

細川　千佳生 藤田医科大学ばんたね病院

松本　省二 藤田医科大学病院

髙原　健 藤田医科大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第29回 藤田医科大学病院緩和ケア研修会
藤田医科大学病院
平成31年1月14日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

喜島　祐子 藤田医科大学病院

下村　泰代 藤田医科大学病院

向野　雅彦 藤田医科大学病院

幸村　英文 藤田医科大学病院

三浦　康生 藤田医科大学病院

河合　優輝 藤田医科大学病院

木村　祐太郎 藤田医科大学病院

竹内　拓馬 藤田医科大学病院

塚本　崇子 藤田医科大学病院

中島　優華 藤田医科大学病院

濵渕　菜邑 藤田医科大学病院

松本　航一 藤田医科大学病院

今井　貴哉 藤田医科大学病院

重岡　聡志 藤田医科大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第30回 藤田医科大学病院緩和ケア研修会
藤田医科大学病院
平成31年3月30日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

大澤　雄気 藤田医科大学病院

加藤　重磨 藤田医科大学病院

加藤　大輔 藤田医科大学病院

河村　敏紀 藤田医科大学病院

木村　大輝 藤田医科大学病院

近藤　ゆか 藤田医科大学ばんたね病院

関本　愉 藤田医科大学病院

飛永　俊彦 藤田医科大学病院

新居見　真吾 藤田医科大学病院

村島　健太郎 藤田医科大学病院

森谷　遼馬 藤田医科大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第31回 藤田医科大学病院緩和ケア研修会
藤田医科大学病院
令和元年6月16日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

浦屋　有紀 藤田医科大学病院

清原　悠志 藤田医科大学病院

齋藤　和由 藤田医科大学病院

篠田　和宏 藤田医科大学病院

田口　智博 藤田医科大学病院

堀口　紘輝 藤田医科大学ばんたね病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】



愛知県
第32回 藤田医科大学病院緩和ケア研修会
藤田医科大学病院
令和元年10月6日

※本研修の修了者のうち、氏名を公開することについて本人の同意が得られている方のみ掲載。

氏名 所属

藤沢　治樹 藤田医科大学病院

藤岡　由規 藤田医科大学病院

赤松　真実 藤田医科大学病院

一戸　頌子 藤田医科大学病院

加藤　舜健 藤田医科大学病院

加藤　駿晴 藤田医科大学病院

神野　つかさ 藤田医科大学病院

角田　英里子 藤田医科大学病院

中島　由紀夫 藤田医科大学病院

金　珉廷 藤田医科大学病院

中尾　幸恵 藤田医科大学病院

名嘉真　沢子 藤田医科大学病院

鈴木　大次郎 藤田医科大学病院

土田　邦博 藤田医科大学

山下　千鶴 藤田医科大学病院

宮村　浩徳 藤田医科大学病院

緩和ケア研修会修了者名簿

　　　            【都道府県】
　　　            【緩和ケア研修会の名称】
　　　            【主催者の名称】
　　　            【開催日】
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