
修了者氏名 施設名 所在地 受講研修
河野　道弘 河野外科胃腸科 さいたま市大宮区
石丸　悟正　 いしまるクリニック さいたま市岩槻区
佐野　義明 騎西クリニック病院 加須市
宗像　博美 社会保険大宮総合病院 さいたま市北区
竹田　広毅 上尾甦生病院 上尾市
橋本　英二郎　 橋本内科クリニック さいたま市西区
須藤　泰裕 上福岡総合病院 ふじみ野市
大島　史香 さいたま市民医療センター さいたま市西区
福庭　勲 埼玉協同病院 川口市
杉山　瑞穂 さいたま市民医療センター さいたま市西区
石井　英利 公設宮代福祉医療センター 宮代町
山本　英一郎 東京女子医科大学 東京都
山下　啓史 川越胃腸病院 川越市
加藤　泰一 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
小宮　佑介 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
星野　英久 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
熊谷　純一郎 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
樋口　沙織 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
小野塚　良輔 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
中澤　祥子　 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
洪　淳一 医療法人　こう外科クリニック さいたま市浦和区
大堀　真毅 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区
関山　達也 関山医院 さいたま市緑区
宮田　秀一 宮田クリニック さいたま市单区
東　和子 医療法人社団  木崎診療所 さいたま市浦和区
高木　洋介 医療法人 後谷診療所 八潮市
霜村　昌彦 しもむら内科クリニック さいたま市緑区
川上　高幸 かわかみクリニック さいたま市北区
芳賀　佳之 さいたま市立病院 さいたま市緑区
田中　伸之 さいたま市立病院 さいたま市緑区
関根　克敏 さいたま市立病院 さいたま市緑区
本郷　周 さいたま市立病院 さいたま市緑区
伊藤　智章 さいたま市立病院 さいたま市緑区
小林　萌 さいたま市立病院 さいたま市緑区
近藤　静香 さいたま市立病院 さいたま市緑区
髙橋　遼平 さいたま市立病院 さいたま市緑区
三谷　麻里絵 さいたま市立病院 さいたま市緑区
髙宮　彰紘 さいたま市立病院 さいたま市緑区
沖山　愛 さいたま市立病院 さいたま市緑区
柿沼　勇太 さいたま市立病院 さいたま市緑区
小池　悠季子 さいたま市立病院 さいたま市緑区
西堀　瑛美 さいたま市立病院 さいたま市緑区
森澤　真帆 さいたま市立病院 さいたま市緑区
楊井　祥典 さいたま市立病院 さいたま市緑区
丹羽　道夫 医療法人 明浩会 西大宮病院 さいたま市大宮区
寺沢　智子 獨協医科大学越谷病院 越谷市
時田　心悟 獨協医科大学越谷病院 越谷市
増田　浩之 獨協医科大学越谷病院 越谷市
水口　真理 獨協医科大学越谷病院 越谷市
若山　知薫 獨協医科大学越谷病院 越谷市
斉藤　浩紀 獨協医科大学越谷病院 越谷市
福岡　真弓 獨協医科大学越谷病院 越谷市
結束　寿 獨協医科大学越谷病院 越谷市
太田　茂之 獨協医科大学越谷病院 越谷市
八十川　要平 北里大学北里研究所
メディカルセンター病院 北本市
高橋　周二 メディクス草加クリニック 草加市
竹元　葉 越谷市立病院 越谷市
吉田　恵美子 越谷市立病院 越谷市
太田　武雄 越谷市立病院 越谷市
森永　真紀 越谷市立病院 越谷市
今瀬　玲菜 草加市立病院 越谷市
木暮　道夫 池袋病院 川越市
上里　忠信 行田総合病院 行田市
益山　恒夫 益山クリニック 幸手市
石塚　一郎 石塚外科医院 幸手市
植田　　守 東埼玉病院 蓮田市
田川　公平 東埼玉病院 蓮田市
内山　直樹 東埼玉病院 蓮田市
平山　優美 埼玉県立小児医療センター さいたま市岩槻区
守田　浩一 守田内科医院 春日部市
前川　勝治郎 内牧クリニック 春日部市
宮本　佳則 宮本医院 久喜市
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安藤　正幸 東鷲宮病院 久喜市
今井　秀一 今井病院 杉戸町
北嶋　将之 埼玉県済生会栗橋病院 久喜市
飯島　達行 東京医療センター 東京都
伊藤　亜希子 春日部市立病院 春日部市
松江　高仁 春日部市立病院 春日部市
長根　裕介 春日部市立病院 春日部市
朽名　伸夫 春日部市立病院 春日部市
小室　敬規 春日部市立病院 春日部市
牧田　茂 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
金指　桂子 医療法人　愛新会　　しんまちクリニック 鶴ヶ島市
森田　仁平 森田クリニック 狭山市
市川　度 防衛医科大学校病院 所沢市
石田　博徳 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
村山　芳武 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
喜多　宏人 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
久田　哲也 医療法人社団　グロリア会　　前田病院 狭山市
富塚　龍也 武蔵野総合病院 川越市
外川　修 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
藤野　幸夫 川越胃腸病院 川越市
久場　潔実 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
古屋　大典 飯能市東吾野医療介護センター診療所 飯能市
佐野　弘 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
前野　敏孝 群馬大学 群馬県
新津　望　 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
朝倉　泰 麻見江ホスピタル 鳩山町
野間　康央 越谷市立病院　泌尿器科 越谷市
中尾　将光 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
山田　和哉 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
松岡　鐘文 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県
松岡　さつき 草加市立病院 草加市
岡田　治彦 済生会川口総合病院 川口市
別府　紘子 済生会川口総合病院 川口市
松本　祐一 済生会川口総合病院 川口市
大橋　麻実 済生会川口総合病院 川口市
岡田　大吾 済生会川口総合病院 川口市
小山　洋平 済生会川口総合病院 川口市
土谷　祐樹 済生会川口総合病院 川口市
萩原　俊昭 済生会川口総合病院 川口市
萩原　友紀 済生会川口総合病院 川口市
河合　枝里 済生会川口総合病院 川口市
白井　拓史 医療法人健富会おうえんポリクリニック 所沢市
鈴木　良夫 埼玉西協同病院 所沢市
滝澤　功一 社会福祉法人毛呂病院 毛呂山町
山口　剛史 社会福祉法人毛呂病院 毛呂山町
井原　健 秩父市立病院 秩父市
和賀　政伸 さいたま記念病院 さいたま市見沼区
須藤　淳子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
大井　千明 ちあきメディカルクリニック 川越市
山根　由紀 埼玉県立がんセンター 伊奈町
赤木　究 埼玉県立がんセンター 伊奈町
久保　和之 埼玉県立がんセンター 伊奈町
楮本　清史 埼玉県立がんセンター 伊奈町
多田　正弘 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
小牧　健 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
影山　幸雄 埼玉県立がんセンター 伊奈町
園田　史朗 秀和綜合病院 春日部市
永井　成勲 埼玉県立がんセンター 伊奈町
大久保　文恵 埼玉県立がんセンター 伊奈町
柿沼　知義 柿沼クリニック 羽生市
宮嶋　大輔 埼玉県立がんセンター 伊奈町
中村　聡 埼玉県立がんセンター 伊奈町
杉本 政直 杉本医院 白岡町
山名　一平 埼玉県立がんセンター 伊奈町
漆原　正泰 春日部中央総合病院 春日部市
河野　紅 埼玉県立がんセンター 伊奈町
和田　将栄 関越病院 鶴ヶ島市
井上　裕次郎 みさと健和病院 三郷市
望月　晴子 みさと健和病院 三郷市
森田　麻友美 みさと健和病院 三郷市
馬場　啓介 みさと健和病院 三郷市
篠塚　雅也 みさと健和病院 三郷市
伊藤　洪志 中野共立病院 東京都中野区
長谷川　毅 柳原病院 東京都足立区
佐藤　正典 ユニットワン外科クリニック さいたま市浦和区
細川　勝正 安行メディカルクリニック 川口市
山田　憲次 山田医院 北本市

第３回春日部
市立病院

緩和ケア研修
会

平成２４年度埼
玉医科大学国
際医療センター
がん診療に携
わる医師に対
する緩和ケア

研修会

第４回済生会
川口総合病院
緩和ケア研修

会

平成２４年度第
１回埼玉県

緩和ケア研修
会

第３回三郷市
医師会緩和ケ

ア研修会

第１回　がん診
療に携わる医
師に対する緩
和ケア研修会
川口市立医療

センター



野崎　達夫 野崎クリニック 嵐山町
栗原　和直 川口市立医療センター 川口市
中野　聡子 川口市立医療センター 川口市
古賀　守 川口市立医療センター 川口市
内田　豪気 川口市立医療センター 川口市
佐々木　茂真 川口市立医療センター 川口市
津村　康介 川口市立医療センター 川口市
佐藤　祥史 川口市立医療センター 川口市
安　学 川口市立医療センター 川口市
秋本　高義 川口市立医療センター 川口市
伊藤　淳哉 川口市立医療センター 川口市
下田　恵慈 川口市立医療センター 川口市
髙見　祥子　 川口市立医療センター 川口市
野中　麻代 川口市立医療センター 川口市
林田　啓 川口市立医療センター 川口市
松田　恵 川口市立医療センター 川口市
與田　緑 川口市立医療センター 川口市
金　尚英 川口市立医療センター 川口市
小倉　俊郎 埼玉県立がんセンター 伊奈町
石田　孝雄 顕正会　蓮田病院 蓮田市
松本　卓子 埼玉県済生会　栗橋病院 久喜市
今泉　理枝 埼玉県済生会　栗橋病院 久喜市
市原　広太郎 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
菅野　　元 武蔵嵐山病院 嵐山町
山田　達也 埼玉県立がんセンター 伊奈町
江原　一尚 埼玉県立がんセンター 伊奈町
湯浅　譲治 埼玉県厚生連　久喜総合病院 久喜市
小櫃　　保 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
青木　江田 八潮中央総合病院 八潮市
尾林　秀幸 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
幸田　文男 埼玉県立がんセンター 伊奈町
若山　昌彦 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 羽生市
藤倉　博之 藤倉医院 北本市
筒井　雅人 わらび北町病院 蕨市
齊藤　吉弘 埼玉県立がんセンター 伊奈町
川原　正寛 埼玉県立がんセンター 伊奈町
秋山　康介 埼玉県立小児医療センター さいたま市岩槻区
江川　優子 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
永松　秀樹 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
中村　浩志 秀和綜合病院 越谷市
光岡　明人 秀和綜合病院 越谷市
渋谷　　肇 埼玉社会保険病院 さいたま市浦和区
小柳　広高 埼玉県立がんセンター 伊奈町
藤原　尚子 秩父市立病院 秩父市
鈴木　康治郎 秩父市立病院 秩父市
小林　恵子 秩父市立病院 秩父市
高橋　公男 高橋外科整形外科 本庄市
釜田　茂幸 深谷赤十字病院 深谷市
山野　由紀男 深谷赤十字病院 深谷市
金澤　雄一郎 深谷赤十字病院 深谷市
酒井　望 深谷赤十字病院 深谷市
中川　友希 深谷赤十字病院 深谷市
高橋　佑一朗 深谷赤十字病院 深谷市
長谷川　哲也 深谷赤十字病院 深谷市
鈴木　景子 深谷赤十字病院 深谷市
清水　理光 深谷赤十字病院 深谷市
千田　貴志 深谷赤十字病院 深谷市
眞木　充 上尾中央総合病院 上尾市
久嶋　則行　 北里大学メディカルセンター 北本市
坪井　俊樹 北里大学メディカルセンター 北本市
陳　孟鳳 上尾中央総合病院 上尾市
秋山　由佳 上尾中央総合病院　 上尾市
川原　ひろみ 上尾中央総合病院 上尾市
古屋　向朗 伊奈病院 伊奈町
篠崎　哲男 上尾中央総合病院 上尾市
藤城　儀幸 八潮中央総合病院 八潮市
森越　栄太 堀ノ内病院 新座市
米田　武史　　 朝霞中央クリニック 朝霞市
中川　博之 国立病院機構埼玉病院 和光市
門間　哲雄 国立病院機構埼玉病院 和光市
植野　華子 国立病院機構埼玉病院 和光市
宮北　寛士　 国立病院機構埼玉病院 和光市
服部　純尚 国立病院機構埼玉病院 和光市
福武　麻理絵 国立病院機構埼玉病院 和光市
樋野　牧子 国立病院機構埼玉病院 和光市
坂井　健良　 国立病院機構埼玉病院 和光市
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下高原　昭廣 国立病院機構埼玉病院 和光市
角田　真弓 国立病院機構埼玉病院 和光市
清水　洋　　 国立病院機構埼玉病院 和光市
辻　知英 国立病院機構埼玉病院 和光市
井手　聡 国立病院機構埼玉病院 和光市
桑原　大門 国立病院機構埼玉病院 和光市
坂本　典子 国立病院機構埼玉病院 和光市
粟野　貴志 東松山市立市民病院 東松山市
野中　英臣 三郷中央総合病院 三郷市
原田　積夫 はらだクリニック 所沢市
小澤　修太郎 シャローム鋤柄医院 東松山市
五島　文恵 栄寿会　林病院 さいたま市桜区
矢内　常人 草加市立病院 草加市
峰岸　敦子 湯澤医院 さいたま市西区
佐藤　徳郎 草加市立病院 草加市
新堀　立 国立病院機構埼玉病院 和光市
松田　繁三 松田整形外科 越谷市
池澤　久実 さいたま在宅医療センター さいたま市
佐藤　謙二郎 草加市立病院 草加市
松田　香 関越病院 鶴ヶ島市
山形　健一 蓮田病院 蓮田市
太田　池恵 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
渡部　玲子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
西村　洋治 埼玉県立がんセンター 伊奈町
伊藤　浄樹　 埼玉協同病院 川口市
荻野　マリエ 埼玉協同病院 川口市
長　潔 埼玉協同病院 川口市
小野　未来代 埼玉協同病院 川口市
楠田　待子 埼玉協同病院 川口市
久保地　美奈子 埼玉協同病院 川口市
小堀　勝充　 熊谷生協病院 熊谷市
佐野　貴之 埼玉協同病院 川口市
鈴木　諭 前橋協立病院 群馬県前橋市
土佐　素史 埼玉協同病院 川口市
新堰　佳世子 立川相互病院 東京都立川市
細谷　通靖 埼玉協同病院 川口市
牧田　泉紀　 埼玉協同病院 川口市
吉野　肇　 埼玉協同病院 川口市
天野　芙美 三井病院 川越市
池田　廉 川越胃腸病院 川越市
石田　秀行 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
石田　洋昭 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
大貫　学 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
大畑　敦 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
岡田　洋平 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
黒瀬　喜子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
佐川　森彦 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
杉山　亜斗 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
鈴木　興秀 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
多林　孝之 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
玉石　絢香 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
知念　克哉 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
根岸　七雄 武蔵野総合病院 川越市
芳賀　紀裕 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
橋本　定寛　　 埼玉病院 和光市
秦　重美 三井病院 川越市
平田　優介 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
藤盛　健二 入間台クリニック 入間市
松澤　岳晃 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
水野　諭児 埼玉医科大学病院 毛呂山町
单田　諭 北里大学メディカルセンター 北本市
張　英軒　 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
富川　武樹 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
岩崎　正 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
酒井　直 東大宮総合病院 さいたま市見沼区
佐藤　あい 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
岩井　悠希 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
蓬原　一茂 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
寺迫　桐子 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
佐藤　美樹 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
高田　理 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
田巻　佐和子 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
中村　孝伸 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
宮澤　恵果 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区
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