
修了者氏名 施設名 所在地 受講研修

松山　尚弘 白岡中央総合病院 白岡市

森　美鈴 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

志村　国彦 東埼玉病院 蓮田市

田中　裕美子 さいたま赤十字病院 さいたま市

星野　茂 さいたま赤十字病院 さいたま市

大内　邦枝 さいたま赤十字病院 さいたま市

吉留　博之 さいたま赤十字病院 さいたま市

岩谷　洋介 さいたま赤十字病院 さいたま市

今井　崇紀 さいたま赤十字病院 さいたま市

小林　亜紀 さいたま赤十字病院 さいたま市

加藤　敬二 さいたま赤十字病院 さいたま市

川合　貴幸 さいたま赤十字病院 さいたま市

本多　紘二郎 さいたま赤十字病院 さいたま市

塚本　信宏 さいたま赤十字病院 さいたま市

沖永　貴美子 さいたま赤十字病院 さいたま市

阿部　由佳 さいたま赤十字病院 さいたま市

長谷川　真理子 さいたま赤十字病院 さいたま市

戸出　真宏 さいたま赤十字病院 さいたま市

佐藤　平 さいたま赤十字病院 さいたま市

中島　富美子 さいたま赤十字病院 さいたま市

山下　和志 さいたま赤十字病院 さいたま市

伊勢田　沙織 さいたま赤十字病院 さいたま市

吉田　賢司 さいたま赤十字病院 さいたま市

金田　佳史 埼玉メディカルセンター さいたま市

服部　昭夫 服部外科胃腸科医院 さいたま市

中本　修司 北里大学メディカルセンター 北本市

市川　聡子 ハーモニークリニック さいたま市

横田　光央 北里大学メディカルセンター 北本市

桂　英之 さいたま市立病院 さいたま市

上原　英輔 さいたま市立病院 さいたま市

細井　雅孝 さいたま市立病院 さいたま市

鈴木　悠太 さいたま市立病院 さいたま市

野村　亮介 さいたま市立病院 さいたま市

菊池　雅之 さいたま市立病院 さいたま市

久冨木原　良平 さいたま市立病院 さいたま市

佐々木　裕伸 さいたま市立病院 さいたま市

増野　賢二 さいたま市立病院 さいたま市

児玉　さゆり さいたま市立病院 さいたま市

石川　貴大 さいたま市立病院 さいたま市

犬飼　惇 さいたま市立病院 さいたま市

内田　翔 さいたま市立病院 さいたま市

高田　康之 さいたま市立病院 さいたま市

橋本　和明 さいたま市立病院 さいたま市

さいたま赤十字病院  緩和ケア研修
会

さいたま市立病院緩和ケア研修会

平成２６年度埼玉県内緩和ケア研修会修了者一覧

※この一覧表は埼玉県内で実施された「緩和ケア研修会」の修了者のうち氏名等の公表について承諾いただい
た方を掲載しています。また、異動等に伴い医療機関が変更になることがありますので御了承ください。
※敬称略



須賀　俊介 獨協医科大学越谷病院 越谷市

吉田　匠生 獨協医科大学越谷病院 越谷市

寺内　厳織 獨協医科大学越谷病院 越谷市

多田　剛志 獨協医科大学越谷病院 越谷市

岩端　威之 獨協医科大学越谷病院 越谷市

高橋　麻美 獨協医科大学越谷病院 越谷市

高橋　慧 獨協医科大学越谷病院 越谷市

寺田　哲 獨協医科大学越谷病院 越谷市

横田　泰佑 獨協医科大学越谷病院 越谷市

上原　克樹 獨協医科大学越谷病院 越谷市

行德　芳則 獨協医科大学越谷病院 越谷市

岩倉　聡 越谷市立病院 越谷市

渡邊　馨 獨協医科大学越谷病院 越谷市

神宮　和彦 久喜総合病院 久喜市

桜井　文紀 日本医科大学医学部付属板橋病院 板橋区

船越　大吾 埼玉小児医療センター 伊奈町

小岩井　和樹 防衛医科大学校病院 所沢市

河野　通 ふじクリニック 春日部市

谷口　真史 春日部市立病院 春日部市

戸田　淳子 春日部市立病院 春日部市

新井　洋輔 春日部市立病院 春日部市

村田　沙樹子 春日部市立病院 春日部市

西本　博 春日部市立病院 春日部市

大澤　彰 春日部市立病院 春日部市

堀部　俊哉 戸田中央総合病院 戸田市

山田　昌彦 戸田中央総合病院 戸田市

高橋　宏史 戸田中央総合病院 戸田市

川口　祐美 戸田中央総合病院 戸田市

掛川　達矢 戸田中央総合病院 戸田市

乗峯　苑子 戸田中央総合病院 戸田市

篠原　裕和 戸田中央総合病院 戸田市

小木曽　実 北総白井病院 白井市

藤田　淳子 朝霞台中央総合病院 朝霞市

張　宇 朝霞台中央総合病院 朝霞市

北川　友香梨 越谷市立病院 越谷市

大渕　康弘 防衛医科大学校病院 所沢市

鈴木　俊彦 鈴木外科病院 本庄市

茂木　俊介 済生会川口総合病院 川口市

石原　弘喜 済生会川口総合病院 川口市

関川　宗 済生会川口総合病院 川口市

内田　雄大 済生会川口総合病院 川口市

江口　彩子 済生会川口総合病院 川口市

武　義基 済生会川口総合病院 川口市

本橋　正隆 済生会川口総合病院 川口市

浅沼　晃三 埼玉協同病院 川口市

入月　聡 埼玉協同病院 川口市

草野　賢次 埼玉西協同病院 所沢市

新井　亮子 埼玉協同病院 川口市

佐藤　雄一 埼玉協同病院 川口市

布施　彩 埼玉協同病院 川口市

戸田中央総合病院緩和ケア研修会

第７回済生会川口総合病院緩和ケ
ア研修会

埼玉協同病院緩和ケア研修会

第６回春日部市立病院緩和ケア研
修会

獨協医科大学越谷病院　緩和ケア
研修会



佐藤　健志 健クリニック 川口市

菅野　陽 川口市立医療センター 川口市

大島　さやか 川口市立医療センター 川口市

横田　優樹 川口市立医療センター 川口市

原田　篤 川口市立医療センター 川口市

松本　倫典 川口市立医療センター 川口市

藤原　佑樹 川口市立医療センター 川口市

菅野　宏 川口市立医療センター 川口市

安斎　文弥 川口市立医療センター 川口市

田沼　浩太 川口市立医療センター 川口市

丹内　啓充 川口市立医療センター 川口市

角田　祐衣 川口市立医療センター 川口市

森　直樹 川口市立医療センター 川口市

吉泉　絵里 川口市立医療センター 川口市

渡辺　真郁 川口市立医療センター 川口市

岩崎　司 上尾中央総合病院 上尾市

小原　理恵子 上尾中央総合病院 上尾市

加藤　礼保納 上尾中央総合病院 上尾市

小林　恵子 上尾中央総合病院 上尾市

中熊　尊士 上尾中央総合病院 上尾市

名木　渉人 北里大学メディカルセンター 北本市

二渡　信江 北里大学メディカルセンター 北本市

山本　健太郎 上尾中央総合病院 上尾市

山本　敬 上尾中央総合病院 上尾市

横山　恵美 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

大村　隆代 上尾中央総合病院 上尾市

栗原　大聖 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

猿田　高志 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

関　要 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

佐野　良恵 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

山口　慧 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

中埜　亜季 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

工藤　智博 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

深澤　佑介 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

山田　良大 埼玉医科大学国際医療センター 日高市

山崎　民大 防衛医科大学校病院 所沢市

斎木　徳祐 篠津医院 白岡氏

小林　裕 済生会栗橋病院 久喜市

瀬戸口　誠 済生会栗橋病院 久喜市

種本　雅之 久喜総合病院 久喜市

齋藤　真理 久喜総合病院 久喜市

吉川　衆陽 久喜総合病院 久喜市

大貫　新太郎 久喜総合病院 久喜市

北林　宏之 久喜総合病院 久喜市

栃木　透 久喜総合病院 久喜市

金子　裕生 久喜総合病院 久喜市

平成26年度・緩和ケア研修会
（川口市立医療センター）

上尾中央総合病院緩和ケア研修会

平成26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療従
事者に対する緩和ケア研修会

久喜総合病院緩和ケア研修会



長田　治 深谷赤十字病院 深谷市

葛西　豊高 深谷赤十字病院 深谷市

丸山　元孝 丸山内科クリニック 坂戸市

鈴木　章一 鈴木医院 宮代町

戸枝　百合子 深谷赤十字病院 深谷市

北　順二 熊谷総合病院 熊谷市

清水　寿和 深谷赤十字病院 深谷市

木村　友沢 深谷赤十字病院 深谷市

青山　幸弘 深谷赤十字病院 深谷市

飯島　真由子 深谷赤十字病院 深谷市

浅見　浩史 深谷赤十字病院 深谷市

榊　一臣 深谷赤十字病院 深谷市

塩原　寛之 深谷赤十字病院 深谷市

野口　絵麻 深谷赤十字病院 深谷市

森泉　和則 北毛病院 渋川市

神山　陽一 埼玉県立循環器呼吸器病センター 熊谷市

櫛田　幸 国立病院機構埼玉病院 和光市

茶谷　祐一 国立病院機構埼玉病院 和光市

大宜見　美香 国立病院機構埼玉病院 和光市

安部　美由紀 国立病院機構埼玉病院 和光市

荒井　孝至 国立病院機構埼玉病院 和光市

井合　渉 国立病院機構埼玉病院 和光市

大橋　慶久 国立病院機構埼玉病院 和光市

三條　丹星 国立病院機構埼玉病院 和光市

杉村　真美子 国立病院機構埼玉病院 和光市

谷本　慧子 国立病院機構埼玉病院 和光市

栃木　武一 川口市立医療センター 川口市

別府　武 埼玉県立がんセンター 伊奈町

重城　裕 重城泌尿器科クリニック 久喜市

中原　守康 熊谷総合病院 熊谷市

眞鍋　淳 埼玉県立がんセンター 伊奈町

名越　啓史 名越内科医院 春日部市

石黒　晴哉 南福音診療所 北本市

黒田　豊 ＪＣＨＯ　さいたま北部医療センター さいたま市

鎌仲　正人 新井病院 春日部市

福永　剛隆 伊奈病院 伊奈町

関　亮太 秀和綜合病院 春日部市

新井　悠一 防衛医科大学校病院 所沢市

八木原　一博 埼玉県立がんセンター 伊奈町

原田　守久 秀人会　原田内科クリニック 坂戸市

金子　敬子 東飯能駅前クリニック 飯能市

石津　英喜 埼玉協同病院 川口市

永田　健 防衛医科大学校病院 所沢市

髙野　道俊 埼玉県立がんセンター 伊奈町

上條　岳彦 埼玉県立がんセンター 伊奈町

穴田　敬雪 本田技研工業　埼玉製作所 狭山市

柿原　稔 豊岡第一病院 入間市

長岡　弘 小川赤十字病院 小川町

後藤　卓子 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

村山　隆紀 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

牛島　弘毅 埼玉県立がんセンター 伊奈町

福井　直隆 埼玉県立がんセンター 伊奈町

嶋津 藍 越谷市立病院 越谷市

福田　翔平 埼玉県立がんセンター 伊奈町

鳥谷部　武志 白岡中央総合病院 白岡市

山本　剛 埼玉県立がんセンター 伊奈町

埼玉県立がんセンター緩和ケア研
修会

深谷赤十字病院緩和ケア研修会

独立行政法人国立病院機構埼玉病
院緩和ケア研修会



阿部　陽介 上尾中央総合病院 上尾市

飯島　健太 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

今泉　英子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

入江　佑子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

岩根　弘明 行田総合病院 行田市

河本　勝 平沢記念病院 所沢市

菊池　聡 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

菊地　茂 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

黒川　右基 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

小泉　和恵 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

神津　慶多 上尾中央総合病院 上尾市

佐藤　慧 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

佐藤　純 イムス富士見総合病院 富士見市

杉本　裕彦 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

須田　健太郎 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

髙橋　康之 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

近　範泰 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

廣岡　映治 イムス富士見総合病院 富士見市

深堀　賢斗 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

福田　祐樹 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

古堅　彩 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

百瀬　太一 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

吉益　晴夫　 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

増山　由紀子 医療生協さいたま大井協同診療所 ふじみ野市

山田　晃務 医療生協さいたまおおみや診療所 さいたま市

石塚　直樹 東松山市立市民病院 東松山市

丸尾　俊彦 埼玉医科大学総合医療センター 川越市

加藤　達也 伊奈クリニック 伊奈町

土方　直也 トワーム小江戸病院 川越市

渡邉　純一 防衛医科大学校病院 所沢市

井上　賢一 埼玉県立がんセンター 伊奈町

神田　敏博 埼玉県立がんセンター 伊奈町

野村　祐介 ＪＡ埼玉県厚生連熊谷総合病院 熊谷市

横田　治重 埼玉県立がんセンター 伊奈町

畑中　章生 埼玉県立がんセンター 伊奈町

物部　芳郎 町立小鹿野中央病院 小鹿野町

伊藤　祥子 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

大竹　はるか 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

小山　信一郎 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

大河内　知久 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

間瀬　卓顕 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

齋藤　倫寛 自治医科大学附属病院 栃木県下野市

川村　留美 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市

自治医科大学付属さいたま医療セ
ンター緩和ケア研修会

平成26年度埼玉県緩和ケア研修会

埼玉医科大学総合医療センター緩
和ケア研修会


