
修了者氏名 施設名 所在地 受講研修
大瀬　亨 つばさクリニック さいたま市見沼区
歌田　貴仁 西部総合病院 さいたま市桜区
塚田　義一 草加市立病院 草加市
久保　周 みさと健和病院 三郷市
有川　美樹子 済生会川口総合病院 川口市
安藤　昭彦 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
川辺　梨恵 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
﨑村　恭也 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
齋藤　毅 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
有澤　文夫 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
山田　義人 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
栗田　昭宏 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
秋山　光浩 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
山嵜　あゆみ さいたま赤十字病院 さいたま市中央区
櫻井　慎太郎 獨協医科大学越谷病院 越谷市
森田　邦和 獨協医科大学越谷病院 越谷市
赤坂　圭一 獨協医科大学越谷病院 越谷市
佐藤　英幸 獨協医科大学越谷病院 越谷市
仲野　堅太郎 獨協医科大学越谷病院 越谷市
安達　庄吾 獨協医科大学越谷病院 越谷市
香川　景政 獨協医科大学越谷病院 越谷市
小川　真人 獨協医科大学越谷病院 越谷市
榎本　英夫 獨協医科大学越谷病院 越谷市
史　周霞 獨協医科大学越谷病院 越谷市
永田　のぞみ 獨協医科大学越谷病院 越谷市
西尾　浩二郎 獨協医科大学越谷病院 越谷市
池田　真 南部厚生病院 春日部市
森田　恒太郎 日本大学医学部附属板橋病院 東京都板橋区
土江　博人 所沢緑ヶ丘病院 所沢市
花田　学 春日部市立病院 春日部市
小谷　昭夫 春日部市立病院 春日部市
横瀬　憲明 春日部市立病院 春日部市
羽賀　直樹 春日部市立病院 春日部市
松本　寛 春日部市立病院 春日部市
カン　秋明 春日部市立病院 春日部市
石田　尚 春日部市立病院 春日部市
石田　裕介 春日部市立病院 春日部市
神定　のぞみ 春日部市立病院 春日部市
内村　圭吾 春日部市立病院 春日部市
鹿間　直人 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
庄野　孝 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
矢澤　康男 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
加賀　亜希子 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
鈴木　智成 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
大木　宇希 小川赤十字病院　　　　　　　　　　　 小川町
吉田　裕 小川赤十字病院　　　　　　　　　　　 小川町
川井　信孝 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
松村　聡子 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
田中　愛 社会福祉法人　毛呂病院            毛呂山町
島田　浩子 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
井上　準 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
網倉　貴之 済生会川口総合病院 川口市
齋藤　裕 医療法人治水会
齋藤クリニック 蕨市
近藤　純由 草加市立病院 草加市
石井　博 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区
住本　和歌子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
兒嶋　弘泰 木乃里クリニック ときがわ町
小林　暁 指扇病院 さいたま市西区
吉野　健司 医療法人社団全仁会
越谷北病院 越谷市
北濱　眞司 川鶴プラザクリニック 川越市
新　謙一 草加内科
呼吸ケアクリニック 草加市
渡辺　和彦 志木市立市民病院 志木市
楮本　智子 埼玉県立がんセンター 伊奈町
村上　絵里子 本庄総合病院 本庄市
青木　悟 医療法人　青木会
青木医院 さいたま市浦和区
徳原　淳史 埼玉社会保険病院 さいたま市浦和区
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白石　守 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
清崎　浩一 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
深津　優子 済生会川口総合病院 川口市
堀内　晋 秀和綜合病院 春日部市
高橋　禎人 北里大学北里研究所
メディカルセンター 北本市
佐藤　聡 上尾中央総合病院 上尾市
三木　昭代 三木歯科医院 川口市並木
黒野　健司 埼玉県庁 さいたま市浦和区
望月　修一 埼玉県庁 さいたま市浦和区
和田　治 北里大学北里研究所
メディカルセンター 北本市
青木　勲 吉川中央総合病院 吉川市
伊藤　哲思 戸田中央総合病院 戸田市
田中　宏昌 埼玉協同病院 川口市
守谷　能和 埼玉協同病院 川口市
重吉　到 埼玉協同病院 川口市
加藤　卓朗 済生会川口総合病院 川口市
吉田　裕俊 済生会川口総合病院 川口市
目時　亮 済生会川口総合病院 川口市
福田　洋典 済生会川口総合病院 川口市
高橋　泰洋 済生会川口総合病院 川口市
村井　則之 済生会川口総合病院 川口市
光岡　英之 済生会川口総合病院 川口市
甲田　有嘉子 済生会川口総合病院 川口市
鯨井　一正 済生会川口総合病院 川口市
権藤　興一 済生会川口総合病院 川口市
宮澤　晴久 自治医科大学付属さいたま医療センター さいたま市大宮区
黄司　博展 恵生医院 さいたま市浦和区
加園　惠三 博仁会共済病院/城西大学薬学部 さいたま市緑区/坂戸市

井上　満 国立病院機構東埼玉病院/老健施設ひかりナーシングピア 蓮田市/さいたま市岩槻区

坪井　謙 さいたま市民医療センター　 さいたま市西区
齋藤　和昭 さいとう医院 さいたま市北区
柿本　年春 さいたま市立病院　 さいたま市緑区
井手　広樹 さいたま市立病院　 さいたま市緑区
平澤　陽介 さいたま市立病院　 さいたま市緑区
石川　徹 さいたま市立病院　 さいたま市緑区
村上　哲史 さいたま市立病院　 さいたま市緑区
長澤　正樹 ながさわ内科 所沢市
大塚　博 大塚医院 熊谷市
松本　孜 松本医院 寄居町
吉岡　久 よしおか内科こどもクリニック 熊谷市
佐々木　優至 佐々木病院 深谷市
松村　勉 松村泌尿器科医院 深谷市
杉田　裕 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
石川　文彦 深谷赤十字病院 深谷市
山田　千寿 深谷赤十字病院 深谷市
刀禰　純子 深谷赤十字病院 深谷市
佐藤　茂 籠原病院 熊谷市
伊藤　恵理子 深谷赤十字病院 深谷市
上田　淳彦 深谷赤十字病院 深谷市
宮原　庸介 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
宮永　禎子 鳳永病院 草加市
原澤　慶次 埼玉協同病院 川口市
忍　哲也 埼玉協同病院 川口市
照井　幸雄 埼玉協同病院 川口市
岡野　隆 指扇病院 さいたま市西区
中村　靖幸 中村クリニック さいたま市南区
豊田　龍生 本町クリニック 川口市
羽田　憲彦 川口市立医療センター 川口市
武田　規央 川口市立医療センター 川口市
五十嵐　匠 川口市立医療センター 川口市
武信　康弘 川口市立医療センター 川口市
尾上　雅彦 川口市立医療センター 川口市
早川　健彦 川口市立医療センター 川口市
水谷　貴久 川口市立医療センター 川口市
成廣　哲史 川口市立医療センター 川口市
林　和美 川口市立医療センター 川口市
小木曽　正隆 川口市立医療センター 川口市
須磨崎　真 川口市立医療センター 川口市
石井　絵莉子 川口市立医療センター 川口市
進藤　幸人 川口市立医療センター 川口市
金子　安比古 埼玉県立がんセンター 伊奈町
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東　四雄 埼玉県立がんセンター 伊奈町
長澤　重直 吉川中央総合病院 吉川市
貴島　章徳 関越病院 鶴ヶ島市
佐藤　泰彦 医療法人　一心会　伊奈病院 伊奈町
中根　えりな 獨協医科大学越谷病院 越谷市
塙　秀暁 埼玉県立がんセンター 伊奈町
渡辺　恭孝 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
林　祐二 埼玉県立がんセンター 伊奈町
関根　理 博仁会共済病院 さいたま市緑区
吉田　崇 埼玉県立がんセンター 伊奈町
日下部　和子 おぶすま診療所 寄居町
黒住　献 埼玉県立がんセンター 伊奈町
氏家　秀樹 埼玉県立がんセンター 伊奈町
鍵山　奈保 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
工藤　史明 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
河野　千依子 東松山医師会病院 東松山市
平山　信男 熊谷総合病院 熊谷市
浦川　雅己 東松山医師会病院 東松山市
松本　広志 埼玉県立がんセンター 伊奈町
石塚　英司 斉藤記念病院 川口市
松本　淳 所沢中央病院 所沢市
川島　吉之 埼玉県立がんセンター 伊奈町
武井　寛幸 埼玉県立がんセンター 伊奈町
荒木　和浩 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
落合　康利 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
田口　理知 ヘリオス会病院　　 鴻巣市
田苗　健 埼玉医科大学国際医療センター 日高市
宇津木　春枝 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
山崎　順彦 飯能靖和病院　　　　 飯能市
前田　智也 埼玉医科大学国際医療センター　 日高市
冨松　裕明 秩父市立病院　 秩父市
荒井　　進 志木市立市民病院 志木市
森内　理加 静風荘病院 新座市
中澤　　進 国立病院機構埼玉病院 和光市
津和野　伸一 国立病院機構埼玉病院 和光市
増岡　義人 国立病院機構埼玉病院 和光市
倉橋　　崇 国立病院機構埼玉病院 和光市
岩佐　尚美 国立病院機構埼玉病院 和光市
渡邉　百恵 国立病院機構埼玉病院 和光市
松岡　信広 国立病院機構埼玉病院 和光市
田村　雅人 国立病院機構埼玉病院 和光市
平野　卓朗 国立病院機構埼玉病院 和光市
川村　美咲 国立病院機構埼玉病院 和光市
船田　桂子 国立病院機構埼玉病院 和光市
富里　周太 国立病院機構埼玉病院 和光市
林　可奈子 国立病院機構埼玉病院 和光市
岡田　慶一 介護老人保健施設エルサ上尾　　　　 上尾市
小川　一栄 上尾中央総合病院 上尾市
田上　大祐 上尾中央総合病院 上尾市
原　睦子 上尾中央総合病院 上尾市
福田　賢太郎 上尾中央総合病院 上尾市
堀内　素平 上尾中央総合病院 上尾市
松下　功 上尾中央総合病院 上尾市
三村　俊介 千葉愛友会記念病院 流山市
宮内　邦浩 上尾中央総合病院 上尾市
森田　蓉子 上尾中央総合病院 上尾市
矢野　亮則 上尾中央総合病院 上尾市
村田　修 上尾中央総合病院 上尾市
松沢　迪子 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
松本　裕史 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院 羽生市
康　勝好 埼玉県立小児医療センター さいたま市岩槻区
駒形　清則 駒クリニック吉川 吉川市
石黒　卓 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
高木　宏子 医療法人 後谷診療所 八潮市
樋口　勝美 安東病院 川口市
齋木　実 鶴ヶ島在宅医療診療所 鶴ヶ島市
勝呂　悦 関越病院 鶴ヶ島市
小林　敬輝 医療法人 青木会 青木医院 さいたま市浦和区
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松村　卓哉 医療法人社団 松村医院 加須市
石井　一嘉 石井クリニック 吉川市
池田　さやか 独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 所沢市
遠藤　健 イムス富士見総合病院 富士見市
堤　直也 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 蓮田市
増田　剛 埼玉協同病院 川口市
稲村　充則 埼玉協同病院 川口市
北野　あさ子 蓮田外科 蓮田市
馬島　辰典 馬島医院 狭山市
渡辺　珠美 自治医科大学付属さいたま医療センター さいたま市大宮区
内田　靖子 埼玉県済生会栗橋病院 久喜市
西　八嗣 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 北本市
髙久　洋太郎 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
三谷　英介 医療生協さいたま埼玉西協同病院 所沢市
佐藤　滋男 医療生協さいたま埼玉西協同病院 所沢市
菊地　功 埼玉県立がんセンター 伊奈町
柳内　仁 柳内医院 所沢市
角山　邦子 済生会川口総合病院 川口市
青木　茂弘 入間川病院 狭山市
天野　邦彦 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
伊藤　徹哉 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
糸川　かおり シャロームにっさい医院 坂戸市
浦田　義孝 浦田クリニック 鶴ヶ島市
江口　圭介 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
大久保　雄彦 戸田中央病院 戸田市
桂田　純二郎 赤心堂病院 川越市
倉島　一喜 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市
栗原　唯生 埼玉協同病院 川口市
剣木　崇文 済生会川口総合病院 川口市
後藤　邦宣 城南中央病院 川越市
齋藤　友理子 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
清水　禮二 埼玉西協同病院 所沢市
辛　宣廣 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
高木　大輔 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
高橋　健夫 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
中島　昌典 埼玉協同病院 川口市
本城　裕章 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
三上 慎太郎 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
森山　岳 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
諸角　誠人 埼玉医科大学総合医療センター 川越市
渡邉  雄大 草加市立病院　 草加市
井坂　太洋 みずほ台病院 富士見市
金指　桂子 しんまちクリニック 鶴ヶ島市
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