
第 27 回新人症例検討会 仮プログラム 

・日本理学療法士協会 HP での事前登録を基にプログラムが作成されております。 

・A～H グループの 8 グループありますので各自で名前の確認をお願いします。 

・登録したのに名前がない方は H31 年 2 月 8 日（金）厳守までに伊勢崎福島病院 倉澤洋

一郎  E-mail：reha@fukushima-hospital.com にまで連絡をしてください。 

・完成プログラムは群馬県理学療法士協会 HP にて 2 月 18 日（月）までに up しますので最

終確認もよろしくお願いします。 

・開始時間等の詳細につきましては完成プログラムにてお知らせしますので、必ず確認よ

ろしくお願いします。 

 

  



A グループ：  

 

第一部 

金子 実樹 伊勢崎福島病院 

高橋 一樹 内田病院 

新田 祥悟 群馬県立心臓血管センター 

西場 涼汰 桐生厚生総合病院 

福永 千紗 沼田脳神経外科循環器科病院 

上本 慎吾 篠塚病院 

 

第二部 

坂本 寛樹 新橋病院 

稲村 優吾 渋川中央病院 

古川 菜緒 老年病研究所附属病院 

中村 李香 角田病院 

根岸 里乃 善衆会病院 

 

 

B グループ： 

 

第一部 

大和久 彩香 MWS 日高倉賀野事業所くらがの街訪問看護ステーション 

吉野 修平 療育センター きぼう 

伊部 華穂 くすの木病院 

横山 陽希 わかば病院 

天笠 陽介 善衆会病院 

岩村 昌紀 角田病院 

 

第二部 

小野 拓真 内田病院 

田村 奏 前橋協立病院 

後閑 優輔 群馬県済生会前橋病院 

高橋 直哉 沼田脳神経外科循環器科病院 

中尾 藍稀 東前橋整形外科クリニック  



C グループ： 

 

第一部 

篠崎 陽一 日高病院 

新木 巧 沼田脳神経外科循環器科病院 

齊藤 翔太 公立藤岡総合病院 

井草 拓海 内田病院 

山下 佳輝 イムス太田中央総合病院 

深澤 佳将 北関東循環器病院 

 

第二部 

三木 惇史 ゆうあい整形外科 

小林 壮太 公立七日市病院 

富澤 友貴 角田病院 

佐藤 竜也 老年病研究所附属病院 

田嶋 潤也 群馬県済生会前橋病院 

 

 

D グループ： 

 

第一部 

舩津 佳広 くすの木病院 

高野 龍二 群馬リハビリテーション病院 

井上 魁斗 日高病院 

茂木 草介 前橋協立病院 

武石 信裕 太田デイトレセンター 

長田 拓巳 石井病院 

 

第二部 

猪岡 勇気 介護老人保健施設陽光苑 

木村 善英 美原記念病院 

吉田 光希 角田病院 

松岡 秀典 沼田脳神経外科循環器科病院 

金子 仁 イムス太田中央総合病院 

 

  



E グループ： 

 

第一部 

落合 笑里 希望館病院 

加部 淳一 西吾妻福祉病院 

櫻井 和大 内田病院 

由井 優希 月夜野病院 

菊池 真由 美原記念病院 

三友 恵一 沼田脳神経外科循環器科病院 

 

 

第二部 

小平 悠太 東前橋整形外科クリニック 

岩瀬 真代 本多病院 

古田島 郁弥 群馬大学医学部附属病院 

花井 陽太 老年病研究所附属病院 

金井 涼華 中央群馬脳神経外科病院 

 

 

F グループ： 

 

第一部 

橋爪 遥希 吾妻東整形外科 

金井 美憂 美原記念病院 

伊藤 千晃 榛名荘病院 

谷 友太 沼田脳神経外科循環器科病院 

阿部 友莉香 療育センター きぼう 

真下 雄太 群馬リハビリテーション病院 

 

第二部 

中里 伊織 角田病院 

小山田 知弘 老年病研究所附属病院 

近藤 亮太 慶友整形外科病院 

荻野 沙月 沼田脳神経外科循環器科病院 

堀口 優見子 渋川中央病院 

小嶋 拓斗 善衆会病院 



G グループ： 

 

第一部 

廣澤 大知 駒井病院 

長坂 將希 吾妻東整形外科 

田中 葵 群馬県立心臓血管センター 

田端 芳紀 桐生厚生総合病院 

桑原 愛璃 くすの木病院 

上野 宰 あさくら診療所 

 

第二部 

内海 咲知 ゆうあい整形外科 

宮崎 絢貴 本多病院 

金子 千紗 介護老人保健施設たまむら 

一宮 翔 角田病院 

阿久澤 知恵 沼田脳神経外科循環器科病院 

松村 直樹 介護老人保健施設ケアピース 

 

 

H グループ： 

 

第一部 

町田 遼平 善衆会病院 

徳竹 大樹 日高リハビリテーション病院 

石井 良樹 沼田脳神経外科循環器科病院 

横尾 拓洋 前橋協立病院 

月井 直哉 本多病院 

早川 樹里 角田病院 

 

第二部 

大岩 由季 前橋赤十字病院 

坂井 美優 石井病院 

近藤 和加奈 美原記念病院 

茂木 唯文 井野整形外科リハビリ内科 

井上 和真 わかば病院 

田中 翼 介護老人保健施設たまむら 


