
修了者氏名 所属 研修実施病院
甘利　ひかり 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
石津　久実佳 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
岩井　恵太 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
江口　直樹 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
小澤　利佳 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
萱場　舜彬 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
北川　百合 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
窪田　有希 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
倉林　理紗子 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
玄　有希 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
小林　孝行 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
阪口　百佳 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
芝　大樹 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
清水　友哉 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
手島　健吾 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
藤野　聖人 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
堀　義樹 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
渡辺　雄也 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
安東　慶子 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　①
黒澤　多英子 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　①
地主　龍平 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　①
中目　絢子 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　①
岡島　宏明 丸木記念福祉メディカルセンター 埼玉医科大学国際医療センター　①
川島　玄 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
喜田　藍 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
櫛田　千晴 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
齋藤　良平 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
星澤　早紀 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
池田　憲生 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
石田　悟 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
金井　慶一郎 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
関　友里菜 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
成　東華 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
田村　憲靖 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
中村　勇介 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
萩原　悠介 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
袰主　正太郎 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
本多　彩乃 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
峯岸　昌代 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
山田　辰樹 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
吉田　理紗 さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院
泉本　晃典 新久喜総合病院 新久喜総合病院
竹川　啓介 新久喜総合病院 新久喜総合病院
山口　真貴子 新久喜総合病院 新久喜総合病院
山下　達也 新久喜総合病院 新久喜総合病院
鈴木　尭陽 新久喜総合病院 新久喜総合病院
篠川　七海 新久喜総合病院 新久喜総合病院
政次　恭祐 新久喜総合病院 新久喜総合病院
立野　裕一朗 新久喜総合病院 新久喜総合病院
市川　鉄平 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
大浦　亮祐 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
奥山　隆 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
齋藤　一幸 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
鈴木　大樹 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
田中　康平 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
辻󠄀　英一 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
濱野　愛 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
吉方　茉里江 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　①
加藤田　亮 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
伊藤　博信 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
篠田　太郎 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
肥田　和恵 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
萩原　千恵 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
尾﨑　貴洋 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
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海瀬　理可 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
井上　裕貴 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
徳重　智仁 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
小屋原　優輝 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
安井　祥子 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
早川　雄貴 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
佐々木　絃人 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
子島　大輝 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
只縄　友香 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
荒木　晶帆 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
藤澤　直輝 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
髙橋　英嗣 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
杉原　怜 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
湯田　琢馬 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
三科　友二 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
田川　慧 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　①
上田　尊弘 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
小和田　実 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
大川　敦也 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
山洞　龍馬 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
関口　詩織 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
田中　宥暉 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
寺田　由佳 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
冨永　龍太郎 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
中田　雄也 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
濱田　陽平 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
藤井　雅行 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
森　裕也 自治医科大学附属さいたま医療センター 自治医科大学附属さいたま医療センター　②
阿部　亨 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
畑　悠佑 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
八木　梨樺 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
山本　峻大 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
吉田　理穂 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
佐々木　恵亮 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
山田　凜々 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
和田　実季 JCHO埼玉メディカルセンター JCHO埼玉メディカルセンター
萩原　純 さいたま市立病院 さいたま市立病院
山﨑　文惠 さいたま市立病院 さいたま市立病院
勝木　俊臣 さいたま市立病院 さいたま市立病院
富永　直樹 さいたま市立病院 さいたま市立病院
矢野　照雄 さいたま市立病院 さいたま市立病院
加藤　英恵 さいたま市立病院 さいたま市立病院
池田　素代香 さいたま市立病院 さいたま市立病院
内田　智也 さいたま市立病院 さいたま市立病院
蛯名　俊介 さいたま市立病院 さいたま市立病院
小泉　紗友里 さいたま市立病院 さいたま市立病院
後藤　行 さいたま市立病院 さいたま市立病院
佐藤　文化 さいたま市立病院 さいたま市立病院
清水　春香 さいたま市立病院 さいたま市立病院
鈴木　理紗子 さいたま市立病院 さいたま市立病院
田村　匡史 さいたま市立病院 さいたま市立病院
野口　美咲 さいたま市立病院 さいたま市立病院
古屋　光平 さいたま市立病院 さいたま市立病院
ベンゼル　サリナ さいたま市立病院 さいたま市立病院
荒井　茜音 さいたま市立病院 さいたま市立病院
岸　美裕子 さいたま市立病院 さいたま市立病院
藏田　隼也 さいたま市立病院 さいたま市立病院
髙橋　佳那 さいたま市立病院 さいたま市立病院
安永　浩基 さいたま市立病院 さいたま市立病院
松田　知実 さいたま市立病院 さいたま市立病院
大儀　夏子 さいたま市立病院 さいたま市立病院
渡邊　素子 さいたま市立病院 さいたま市立病院
大柳　政彦 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
勝海　愛 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
黒田　智之 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
戸塚　拓志 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
長澤　瑞恵 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
中村　凌太朗 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
西本　夏実 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
ウエスト　美奈穂 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
人見　諒 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
福良　悠 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
矢崎　晴香 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
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阿部　なつの 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
飯森　崇 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
髙橋　美歩 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
西形　優実子 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
岡田　善輝 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
小野　拓哉 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
北山　彩 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
小池　久貴 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
佐藤　みのり 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
田中　莉枝 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
原　佑輔 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
坂本　鉄志 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
田邉　利砂 防衛医科大学校病院 埼玉県済生会川口総合病院
萩原　鮎夢 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
笠原　大海 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
加藤　興風 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
酒德　立三 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
板谷　大地 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
伊藤　瑛基 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
小野田　豪 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
太田　早紀 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
高畠　和真 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
玉城　優志 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
土屋　大樹 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
奈良　薫 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
平野　奈津子 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
藤　絢佳 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
徳元　友哉 埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県済生会川口総合病院
井田　知宏 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
加藤　慎也 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
矢野　輝久 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
近藤　花栄 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
上利　裕子 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
持田　峻 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
明石　純奈 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
守川　開貴 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
奥田　貴彦 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
菊池　翔大 戸田中央総合病院 戸田中央総合病院
石橋　美輝 川口市立医療センター 川口市立医療センター
佐久間　香那 川口市立医療センター 川口市立医療センター
白木　彬博 川口市立医療センター 川口市立医療センター
髙橋　沙椰 川口市立医療センター 川口市立医療センター
内藤　水音 川口市立医療センター 川口市立医療センター
中村　光希 川口市立医療センター 川口市立医療センター
西脇　興平 川口市立医療センター 川口市立医療センター
松永　悠路 川口市立医療センター 川口市立医療センター
村山　哲 川口市立医療センター 川口市立医療センター
保井　勇人 川口市立医療センター 川口市立医療センター
山田　拓也 川口市立医療センター 川口市立医療センター
早稲田　凜 川口市立医療センター 川口市立医療センター
井上　由佳理 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
北島　亮 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
髙鹿　泰昌 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
島村　明里 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
鈴木　康俊 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
相馬　佑樹 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　②
川久保　慧 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
小林　航平 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
中野　なな 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
野牧　萌 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
前田　紘希 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
宮川  公兵 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学埼玉医療センター　③
川口　理夏 越谷市立病院 獨協医科大学埼玉医療センター　③
此枝 央人 埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター
岸本 裕 埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター
松居 一悠 埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター
中岡 隆志 埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター
半田 和佳 東京医科歯科大学 埼玉県立がんセンター
清元　志保 行田総合病院 埼玉医科大学国際医療センター　②
関根　亮生 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　②
齋藤　菜子 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　②
松村　光 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　②
家村　秀俊 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学国際医療センター　②



修了者氏名 所属 研修実施病院
塘田　健人 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉医科大学国際医療センター　②
渡辺  潤 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学国際医療センター　②
新野　捺美 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学国際医療センター　②
藤森　玲 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
垣　明歩 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
石井　美凪 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
宮原　友輝 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
菊山　陽子 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
山藤　宥輝 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
菊地　暢行 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
大塚　悠太郎 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
中島　一紗 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
小日向　聡行 かずハートクリニック 春日部市立医療センター
森　智裕 埼玉県立精神医療センター 春日部市立医療センター
佐藤　良博 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
帆刈　正太郎 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
髙木　友太 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
西野　裕梨 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
松澤　佑一 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
柿崎　英智 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
杉本　有 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
田中　伸周 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
溝口　孟 春日部市立医療センター 春日部市立医療センター
谷本　周三 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
米津　雅之 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
裴　賢哲 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
井原　健人 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
須山　光 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
古谷　康介 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
磯村　実咲 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
老川　開都 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
福本　浩太 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
福田　雪子 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
貞広　智瑛梨 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
後藤　凌太 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
村本　捷樹　 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
德久　博三 上尾中央総合病院 上尾中央総合病院　②
岡田　恒作 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
五島　祐樹 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
千葉　元貴 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
富澤　佳子 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
守屋　江利子 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
山田　歩夢 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
大城　工昌 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
女川　峻平 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
加羽澤　梨紗子 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
黒木　綾人 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
須田　祥平 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
関谷　健 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
竹内　彼野音 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
福田　理穂 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター
浅野　務 鳳永病院 東京女子医科大学東医療センター
渡部　愛三 弁天町歯科医院 セコメディック病院


