
修了者氏名 施設名 所在地 受講研修
関塚　永一 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 和光市
柳　在勲 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 和光市
山崎　博之 川口市立医療センター 川口市
島崎　睦久 獨協医科大学越谷病院 越谷市
松島　秀和 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
岡本　信也 石心会狭山病院 狭山市
小林　久里子 済生会　川口総合病院 川口市
窪地　淳 さいたま市立病院 さいたま市緑区
仙波　純一 さいたま市立病院 さいたま市緑区
久保田　和子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
松本　陽子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
本松　茂 医療法人博仁会　共済病院 さいたま市緑区
澤田　海彦 春日部市立病院　 春日部市
木曽原　朗 春日部市立病院　 春日部市
須金　紀雄 春日部市立病院　 春日部市
横山　潔 春日部市立病院　 春日部市
小林　俊策 春日部市立病院　 春日部市
三宅　洋 春日部市立病院　 春日部市
菊池　剛史 春日部市立病院　 春日部市
康　祐大 春日部市立病院　 春日部市
杉山　順子 春日部市立病院　 春日部市
中山　靖夫 春日部市立病院　 春日部市
小林　裕子 春日部市立病院　 春日部市
大川　瑞穂 春日部市立病院　 春日部市
渡辺　和吉 春日部市立病院　 春日部市
雫石　崇 春日部市立病院　 春日部市
前林　俊也 春日部市立病院　 春日部市
田原　潤一 春日部市立病院　 春日部市
賀屋　仁 川口市立医療センター 川口市
峯川　宏一 川口市立医療センター 川口市
小笠原　弘二 川口市立医療センター 川口市
深井　博 川口市立医療センター 川口市
間宮　敏雄 川口市立医療センター 川口市
荒川　一男 川口市立医療センター 川口市
長汐　俊治 武南病院 川口市
馬場　優治 川口市立医療センター 川口市
松田　実 春日部中央病院 春日部市
江花　涼 川口市立医療センター 川口市
関根　速子 川口市立医療センター 川口市
陳　 尚顯 朝霞台中央総合病院 朝霞市
小髙　桂子 朝霞台中央総合病院 朝霞市
山崎　　康 国立病院機構埼玉病院 和光市
松田　達雄 国立病院機構埼玉病院 和光市
玉井　恒憲 国立病院機構埼玉病院 和光市
井上　陽子 国立病院機構埼玉病院 和光市
高岡　尚均 国立病院機構埼玉病院 和光市
福田　慎介 国立病院機構埼玉病院 和光市
近江　健太郎 国立病院機構埼玉病院 和光市
佐々木　拓幸 国立病院機構埼玉病院 和光市
小泉　輝樹 国立病院機構埼玉病院 和光市
田中　久美子 国立病院機構埼玉病院 和光市
上原　一朗 国立病院機構埼玉病院 和光市
瀬井　恭平 獨協医科大学越谷病院 越谷市
相良　博典 獨協医科大学越谷病院 越谷市
藤原　寛樹 獨協医科大学越谷病院 越谷市
高山　賢哉 獨協医科大学越谷病院 越谷市
池上　岳 獨協医科大学越谷病院 越谷市
菊池　清和 獨協医科大学越谷病院 越谷市

※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
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和田　昌教 獨協医科大学越谷病院 越谷市
野崎　美和子 獨協医科大学越谷病院 越谷市
松本　匡史 獨協医科大学越谷病院 越谷市
岡本　洋幸 獨協医科大学越谷病院 越谷市
岩楯　兼尚 獨協医科大学越谷病院 越谷市
新井　学 獨協医科大学越谷病院 越谷市
芦沢　好夫 獨協医科大学越谷病院 越谷市
森田　公夫 獨協医科大学越谷病院 越谷市
田中竜平 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
佐藤　貴弘 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
石川　恵子 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
清水　基弘 埼玉医科大学国際医療センター　　 日高市
石井　利昌 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
横山　太郎 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
高橋　直樹 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
秋葉　美樹 秩父第一病院 秩父市
大崎　昭彦 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
小島　達自 壮幸会　行田総合病院 行田市
田平　洋一 壮幸会　行田総合病院 行田市
千田　宣克 薫風会　坂戸内科医院 坂戸市
奥野　豊 健生堂病院 秩父市
白倉　隆吉 白倉クリニック 深谷市
荻野　達夫 東松山医師会病院 東松山市
和田　知未 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
伊東　洋 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
大塚　貴博 深谷赤十字病院 深谷市
山下　純男 深谷赤十字病院 深谷市
伊藤　博 深谷赤十字病院 深谷市
澁澤　基治 深谷赤十字病院 深谷市
坂口　類 深谷赤十字病院 深谷市
飯塚　勇 深谷赤十字病院 深谷市
岡村　大樹 深谷赤十字病院 深谷市
河西　信勝 かさい医院 さいたま市浦和区
高野　尚治 西部総合病院 さいたま市桜区
北原　慎太郎 北原クリニック さいたま市南区
石井　利明 石井医院 川口市
保科　孝行 医療法人　健栄会　保科クリニック さいたま市桜区
門山　周文 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
中村　純一 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
藤田　昌久 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
高屋　俊樹 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
宮本　純孝 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
竹下　英毅 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
王　宏生 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
坂本　大 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
佐藤　亮 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
梅松　瞳 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
岡野　尚弘 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
葛西　豊高 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
川嶋　雄平 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
増田　毅 さいたま市立病院 さいたま市緑区
池田　俊之 さいたま市立病院 さいたま市緑区
平井　弥夫 明医研ハーモニークリニック さいたま市緑区
島内　貴弘 さいたま市立病院 さいたま市緑区
安藤　嘉門 さいたま市立病院 さいたま市緑区
斎藤　真 さいたま市立病院 さいたま市緑区
中村　賢 さいたま市立病院 さいたま市緑区
平野　理絵 さいたま市立病院 さいたま市緑区
安水　洋太 さいたま市立病院 さいたま市緑区
植松　明美 さいたま市立病院 さいたま市緑区
松岡 直樹 医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 三郷市
青木 成夫 さつき内科 三郷市
森野 一英 早稲田医院 三郷市
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大場 敏明
医療法人財団アカシア会　クリニックふれあ
い早稲田

三郷市

舘脇 正泰 医療法人社団正恵会 舘脇医院 三郷市
宮川 恵子 宮川医院 三郷市
立澤 英貴 医療法人社団修英会 　立澤外科胃腸科医 三郷市

周東 寛
医療法人健身会 南越谷健身会クリニック　駅ビル医院
せんげん台

越谷市

水井 薫 医療法人財団健和会 まちかどひろばクリ 三郷市
泉水 信一郎 東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病 東京都北区
野水 眞 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
大橋 晃太 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
大橋 志保 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
河内 由布子 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
須郷多 秀夫 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
岡村 ゆか里 医療法人財団健和会　みさと健和病院 三郷市
黒田　功 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
白須　朋子 小室内科消化器科クリニック 飯能市
渡邊　温子 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
笠原　宏 竹澤診療所 小川町
鋤柄　稔 シャローム鋤柄医院 東松山市
萩原　由貴 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
岡村　維摩 岡村記念クリニック 日高市
水野　圭子 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
圡屋　長二 坂戸中央病院 坂戸市

星原　政吉
医療法人社団厚友クリニック 厚友クリニック
若葉

鶴ヶ島市

周東　千緒 国保町立　小鹿野中央病院 小鹿野町
中山　博文 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
洲川　明久 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
藤沼　秀雄 藤沼内科クリニック 川越市
藤川　万規子 あゆみクリニック 春日部市
松原　克彦 いのクリニック 熊谷市
辺田　哲郎 白岡ファミリークリニック 白岡町
狩野 　契 シャローム鋤柄医院 東松山市
河野　至明 済生会　栗橋病院 久喜市
遠藤正人 熊谷総合病院 熊谷市
天地　宏典 天地クリニック 北本市
内山　睦 埼玉県立がんセンター 伊奈町
栗本　太嗣 埼玉県立がんセンター 伊奈町
野津　聡 埼玉県立がんセンター 伊奈町
水上達治 埼玉県立がんセンター 伊奈町
野村文敬 埼玉県立がんセンター 伊奈町
清川佑介 埼玉県立がんセンター 伊奈町
揖斐　孝之 埼玉県立がんセンター 伊奈町
濱田　節雄 蓮田病院 蓮田市
坂本裕彦 埼玉県立がんセンター 伊奈町
石川　裕子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
豊川　元一 豊川医院 所沢市
鈴木　仁 鈴木内科医院 桶川市
井上　道夫 井上整形外科 川口市
下川　雅丈 しもかわクリニック 越谷市
福本　俊 デュエット内科クリニック さいたま市南区
岡野　昌彦 岡野クリニック 越谷市
水野　康司 　 所沢市
植村　均 医療法人うえむらクリニック 所沢市
中島　慶子 太陽の園 熊谷市
木村　泰三 医療法人　泰美会　木村医院 加須市
山口　修二 サンビレッジクリニック鴻巣 鴻巣市
北原　慎太郎 北原クリニック さいたま市南区
内山　隆久 川口診療所 川口市
三須　雄二 永寿会　三須医院 春日部市
安楽　直顕 幸町クリニック 志木市
大川　茂 大川医院 春日部市
平尾　良雄 ひらお内科クリニック 北本市
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鈴木　義信 鈴木医院 北本市
蒲原　隆 越谷ハートフルクリニック 越谷市
竹並　和之 北本共済病院 北本市
肥田　泰 浦和民主診療所 さいたま市浦和区
守田　浩一 守田内科医院 春日部市
酒井　洋 埼玉県立がんセンター 伊奈町
真田　貴弘 秀和綜合病院 春日部市
三輪　正人 獨協医科大学越谷病院 越谷市
松縄　学 獨協医科大学越谷病院 越谷市
佐藤　光春 医療法人社団医凰会　並木病院 所沢市
友野　泰秀 安東病院 川口市
石橋　桜子 朝霞台中央総合病院 朝霞市
今井　和子 今井病院 杉戸町
北村　均 川口工業総合病院 川口市
辻川　昭仁 齋藤記念病院 川口市
関口　由希公 埼玉協同病院 川口市
渡辺　諄二 渡辺クリニック朝霞 朝霞市
長江　康 寿康会病院 川口市
永田　裕子 済生会川口総合病院 川口市
小柳　佳成 済生会川口総合病院 川口市
高杉　秀明 済生会川口総合病院 川口市
平田　嘉幸 済生会川口総合病院 川口市
相原　大和 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
井澤　菜緒子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
市川　美和 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
上田　教子 三浦病院 富士見市
魚谷　隆弘 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
上野　周一 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
植松　和嗣 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
菊岡　修一 三浦病院 富士見市
教山　紘之 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
桑原　公亀 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
島　完 イムス総合病院 三芳町
根本　朋恵 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
野口　哲 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
長谷川　久美 赤心堂病院 川越市
原田　佳明 原田病院 入間市
山田　博文 赤心堂病院 川越市
山畑　健 武蔵台病院 日高市
山本　梓 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
秦　怜志 三井病院 川越市
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