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赤石 裕子 大阪市立総合医療センター 2019年04月01日

赤澤 結貴 2014年04月01日

秋吉 宏平 大阪市立総合医療センター 2012年04月01日

安藤 性實 2013年04月01日

家出 清継 市立東大阪医療センター 2021年04月01日

池澤 賢治 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

石浦 嘉久 関西医科大学総合医療センター 2007年04月01日

井出 義人 大阪病院 2009年04月01日

稲垣 千晶 近畿大学医学部・大学院医学研究科 2019年04月01日

稲野 将二郎 北野病院 2020年04月01日

井根 省二 2013年04月01日

今村 美智子 2021年04月01日

岩朝 勤 2014年04月01日

上田 智朗 大阪大学医学部附属病院 2018年04月01日

上田 眞也 2019年04月01日

植松 慎矢 アストラゼネカ株式会社 2021年04月01日

植村 元秀 大阪大学大学院医学系研究科 2022年04月01日

内田 純二 2012年04月01日

瓜生 恭章 2016年04月01日

大澤 昌宏 小野薬品工業株式会社 2009年04月01日

大田 隆代 和泉市立総合医療センター 2017年04月01日

大塚 倫之 大阪国際がんセンター 2016年04月01日

大町 直樹 2017年04月01日

岡田 あすか 2013年04月01日

岡田 佳也 2019年04月01日

岡本 紀雄 堺市立総合医療センター 2010年04月01日

沖塩 協一 近畿中央呼吸器センター 2008年04月01日

奥野 達哉 大阪労災病院 2017年04月01日

尾崎 由直 枚方公済病院 2015年04月01日

勝島 詩恵 関西医科大学附属病院 2015年04月01日

角埜 徹 大阪医科薬科大学病院 2023年04月01日

金山 彩 2018年04月01日

金田 裕靖 大阪公立大学大学院医学研究科 2008年04月01日
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烏野 隆博 りんくう総合医療センター 2010年04月01日

河合 由紀 淀川キリスト教病院 2015年04月01日

川上 尚人 近畿大学病院 2011年04月01日

川口 知哉 大阪公立大学大学院 2010年04月01日

川瀬 朋乃 2015年04月01日

河田 英里 松下記念病院 2013年04月01日

川村 卓久 2018年04月01日

紀 貴之 きい内科クリニック（内科・消化器内科） 2011年04月01日

北野 俊行 北野病院 2008年04月01日

金 容壱 淀川キリスト教病院 2008年04月01日

木村 達郎 大阪公立大学大学院 2010年04月01日

清田 秀美 清田医院 2011年04月01日

金 義浩 第二大阪警察病院 2011年04月01日

日下部 瑛 市立吹田市民病院 2020年04月01日

工藤 慶太 大阪南医療センター 2015年04月01日

工藤 敏啓 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

國政 啓 大阪国際がんセンター 2017年04月01日

久野 育美 2021年04月01日

久野 雅智 大阪公立大学大学院 2019年04月01日

口分田 貴裕 近畿大学医学部 2019年04月01日

倉田 宝保 関西医科大学附属病院 2006年04月01日

桑山 真輝 八尾市立病院 2012年04月01日

髙 忠之 2019年04月01日

洪 鉉寿 八尾徳洲会総合病院 2013年04月01日

後藤 昌弘 大阪医科薬科大学病院 2009年04月01日

坂井 大介 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

硲田 猛真 りんくう総合医療センター 2007年04月01日

佐藤 太郎 大阪大学医学部附属病院 2006年04月01日

澤 兼士 2020年04月01日

重岡 靖 淀川キリスト教病院 2006年04月01日

柴田 伸弘 関西医科大学附属病院 2016年04月01日

柴田 大 市立池田病院 2015年04月01日

島田 貴信 大阪赤十字病院 2012年04月01日
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島本 福太郎 香里ケ丘有恵会病院 2020年04月01日

清水 俊樹 関西医科大学総合医療センター 2008年04月01日

下野 千草 吹田徳洲会病院 2009年04月01日

杦浦 孝宗 和泉市立総合医療センター 2008年04月01日

杉本 直俊 大阪国際がんセンター 2008年04月01日

鈴村 倫弘 和泉市立総合医療センター 2014年04月01日

芹澤 憲太郎 近畿大学病院 2017年04月01日

仙田 典子 2018年04月01日

平良 高一 大阪公立大学 2010年04月01日

高濱 隆幸 近畿大学病院 2019年04月01日

滝本 宜之 近畿中央呼吸器センター 2007年04月01日

竹下 純平 2016年04月01日

武田 晃司 西日本がん研究機構 2006年04月01日

竹安 優貴 2022年04月01日

田中 彩子 2015年04月01日

田中 薫 近畿大学病院 2011年04月01日

谷崎 潤子 2017年04月01日

玉置 岳史 関西医科大学総合医療センター 2012年04月01日

田村 猛 八尾市立病院 2019年04月01日

駄賀 晴子 大阪市立総合医療センター 2006年04月01日

佃 博 和泉市立総合医療センター 2007年04月01日

津村 剛彦 大阪赤十字病院 2012年04月01日

津谷 あす香 和泉市立総合医療センター 2008年04月01日

鶴岡 健二郎 2019年04月01日

寺崎 慶 大阪府済生会吹田病院 2023年04月01日

寺澤 哲志 塩野義製薬株式会社 2014年04月01日

徳永 伸也 大阪市立総合医療センター 2008年04月01日

富岡 秀夫 2013年04月01日

土井 恵太郎 大阪赤十字病院 2022年04月01日

中江 史朗 耳原総合病院 2015年04月01日

仲田 文造 市立柏原病院 2014年04月01日

中谷 有貴 2021年04月01日

中野 雄介 和泉市立総合医療センター 2020年04月01日
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中堀 輔 2018年04月01日

中谷 綾 2013年04月01日

中舎 洋輔 大阪市立総合医療センター 2023年04月01日

長手 泰宏 2017年04月01日

長友 泉 大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター 2013年04月01日

西浦 伸子 市立吹田市民病院 2018年04月01日

西尾 美奈子 2022年04月01日

西田 勉 市立豊中病院 2011年04月01日

西田 尚弘 2022年04月01日

西野 和美 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

西村 貴文 北野病院 2010年04月01日

西山 理 近畿大学医学部 2007年04月01日

野崎 明 IQVIA Services JAPAN K.K. 2011年04月01日

野長瀬 祥兼 市立岸和田市民病院 2019年04月01日

萩原 淳司 大阪公立大学医学部附属病院 2010年04月01日

長谷川 晶子 2016年04月01日

長谷川 裕子 2013年04月01日

長谷川 喜一 和泉市立総合医療センター 2009年04月01日

林 秀敏 近畿大学病院 2011年04月01日

林 義人 大阪大学大学院 2011年04月01日

平島 智徳 2006年04月01日

平島 詳典 小野薬品工業株式会社 2009年04月01日

福島 健太郎 2017年04月01日

藤阪 保仁 大阪医科薬科大学 2006年04月01日

藤澤 文絵 2014年04月01日

藤谷 洋太朗 2013年04月01日

古川 貢 千里病院 2006年04月01日

伯耆 徳之 ベルランド総合病院 2011年04月01日

朴 将源 関西医科大学附属病院 2017年04月01日

幕内 陽介 大阪公立大学大学院 2020年04月01日

桝田 元 堺市立総合医療センター 2017年04月01日

松村 到 近畿大学医学部 2008年04月01日

松本 俊彦 関西医科大学附属病院 2012年04月01日
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間部 賢寛 大阪鉄道病院 2012年04月01日

水木 満佐央 大阪大学医学部附属病院 2008年04月01日

水谷 知里 2016年04月01日

三谷 誠一郎 近畿大学病院 2019年04月01日

光岡 茂樹 大阪病院 2011年04月01日

南 誠剛 大阪医療センター 2012年04月01日

宮地 理彦 2015年04月01日

森澤 利之 大阪府済生会中津病院 2013年04月01日

森山 あづさ りんくう総合医療センター 2013年04月01日

屋木 敏也 大阪国際がんセンター 2009年04月01日

安田 知代 関西医科大学附属病院 2019年04月01日

柳原 一広 関西電力病院 2007年04月01日

山井 琢陽 2017年04月01日

山口 敏史 大阪医科薬科大学病院 2022年04月01日

山中 雄太 2023年04月01日

山村 亮介 2013年04月01日

山村 順 堺市立総合医療センター 2017年04月01日

山本 幸子 2013年04月01日

油田 さや子 大阪国際がんセンター 2019年04月01日

横井 崇 医療法人いろは会よこいクリニック 2011年04月01日

横内 秀起 市立吹田市民病院 2010年04月01日

吉岡 弘鎮 関西医科大学附属病院 2010年04月01日

吉田 健史 2014年04月01日

吉波 哲大 2013年04月01日

吉村 卓朗 2018年04月01日

吉本 直樹 石切生喜病院 2018年04月01日

米阪 仁雄 近畿大学医学部 2010年04月01日

渡邉 諭美 2020年04月01日

和田 範子 市立池田病院 2022年04月01日

認定者数合計: 163名
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