平成２１年度埼玉県肝炎医療研修会受講者一覧
研修会実施日：H21.12.13
※この一覧表は、平成２１年度に開催しました「埼玉県肝炎医療研修会」の受講者のうち氏名等の公表について承諾を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あらかじめ御了承ください。
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フリガナ

所属する医療機関
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医療機関名
医療法人社団 廣瀬病院
片貝クリニック
岩﨑内科診療所
岩﨑内科クリニック
佐藤外科医院
こようクリニック
石井医院
大原医院

所在地
川越市中原町１－２１－１
群馬県伊勢崎市韮塚町１２０７－３
さいたま市浦和区岸町７－１－２
さいたま市浦和区元町２－１－１６
さいたま市浦和区元町２－８－１２
さいたま市浦和区常盤７－１１－２２
さいたま市浦和区神明１－２２－６
さいたま市浦和区北浦和３－１９－１７

電話番号
049-222-0533
0270-61-9111
048-822-8557
048-886-2869
048-886-9240
048-814-1750
048-822-3491
048-831-3880

吉田 武史

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ

埼玉社会保険病院

さいたま市浦和区北浦和４－９－３

048-832-4951

柏木 和弘
相馬 宏光
松本 博成
藤岡 悟
冨田 千代美
和賀 政伸
藤田 敏明
斉藤 訓永
田口 治
保科 孝行
佐藤 政弥
篠塚 規
佐藤 知行
本宮 洋
小川 不二夫
岡野 隆
鈴木 慶太
竹田 昌史
栫 英夫
丹羽 道夫
小野 彰一
鷺原 規喜
吉田 行雄
牛丸 信也
宮谷 博幸
松浦 克彦
高松 徹
新藤 雄司
松本 吏弘
松本 都恵子
井原 徹太
林田 和也
石井 咲織
駒橋 邦睦
秋葉 弥一
長澤 博
佐藤 正典
清水 信貴
福本 俊
松沢 良和
翁 伯東
嶋津 裕
三浦 光弘
原田 昌幸
横山 潔
柿本 年春
辻 忠男
桂 英之
鄭 廣模
霜村 昌彦
西山 正輝
中島 俊彦
杉下 雄為
杉下 智昭
築野 和男
武田 潤
清水 範之
周東 利奈
古井 久美子
吉村 美保
宮本 繁方
周東 寛
北角 嘉徳
坂巻 利実
山口 秀行
吉永 圭吾
本郷 進一郎
清松 瑤一郎
片山 裕視
鈴木 一義
安達 庄吾
小泉 和人
当摩 正美
六波羅 明紀
黒沼 幸雄
小野田 茂雄
福島 祐一
磯久 一郎
篠﨑 一男
山下 修平
斎藤 久雄
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埼玉社会保険病院
埼玉社会保険病院
岩槻内科胃腸科
医療法人社団医凰会 春野クリニック
医療法人仙丹会 冨田クリニック
医療法人一成会 さいたま記念病院
医療法人一成会 さいたま記念病院
医療法人社団協友会 東大宮総合病院
医療法人聖仁会 西部総合病院
保科クリニック
医療法人社団松弘会 三愛病院
医療法人社団松弘会 三愛病院
さいたま新開橋クリニック
指扇病院
指扇病院
指扇病院
指扇病院
医療法人明浩会 西大宮病院
医療法人明浩会 西大宮病院
医療法人明浩会 西大宮病院
医療法人小野内科クリニック
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター
医療法人松本彦三郎会 松本内科
井原医院
林田医院
ねむのきクリニック
駒橋内科医院
医療法人秋葉病院
長澤内科医院
ユニット・ワン外科クリニック
医療法人清水医院
医療法人明医研 デュエット内科クリニック
松沢医院
有隣医院
シマヅ内科医院
みうらクリニック
医療法人幸明会 原田医院
さいたま市立病院
さいたま市立病院
さいたま市立病院
さいたま市立病院
高橋内科クリニック
しもむら内科クリニック
緑風荘病院
医療法人光陵会 中島胃腸科医院
杉下内科
杉下内科
医療法人社団双愛会 上福岡双愛病院
医療法人社団恵養会 武田クリニック
医療法人清範会 清水医院
古河赤十字病院
羽生総合病院
医療法人吉村胃腸科クリニック
宮本医院
南越谷健身会クリニック
きたずみ内科クリニック
医療法人社団全仁会 越谷北病院
山口整形外科・内科クリニック
医療法人康麗会 越谷誠和病院
医療法人康麗会 越谷誠和病院
医療法人社団清松クリニック
獨協医科大学越谷病院
獨協医科大学越谷病院
獨協医科大学越谷病院
獨協医科大学越谷病院
弥栄医院
関医院
朝日内科歯科医院
埼玉医療生活協同組合 加須ふれあいクリニック
福島病院
医療法人磯久クリニック
吉川中央総合病院
吉川中央総合病院
斎藤医院

さいたま市浦和区北浦和４－９－３
さいたま市浦和区北浦和４－９－３
さいたま市岩槻区本町３－４－１８
さいたま市見沼区深作３－４０－５
さいたま市見沼区中川１０２３
さいたま市見沼区東宮下１９６
さいたま市見沼区東宮下西１９６
さいたま市見沼区東大宮５－１８
さいたま市桜区上大久保８８４
さいたま市桜区田島４－１６３０－１
さいたま市桜区田島４－３５－１７
さいたま市桜区田島４－３５－１７
さいたま市西区宮前町４０８－１
さいたま市西区平方領領家９８３
さいたま市西区平方領領家９８３
さいたま市西区平方領領家９８３
さいたま市西区平方領領家９８３
さいたま市大宮区三橋１－１１７３
さいたま市大宮区三橋１－１１７３
さいたま市大宮区三橋１－１１７３
さいたま市大宮区仲町２－１８ 湯沢ビル３Ｆ
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区天沼町１－８４７
さいたま市大宮区堀の内町２－２１０
さいたま市中央区下落合６－１２－２５
さいたま市中央区下落合７－１－２６
さいたま市中央区上落合８－１－３ 山登ビル1F
さいたま市中央区新中里５－２－５
さいたま市南区根岸５－１３－１０
さいたま市南区辻４－７－５
さいたま市南区文蔵３－１１－３ ユニットワンビル２階
さいたま市南区別所３－３８－９
さいたま市南区別所６－１８－８
さいたま市北区宮原町２－３６－１
さいたま市北区宮原町３－２２９
さいたま市北区東大成町２－７９
さいたま市北区日進町２－９８９－１０
さいたま市緑区原山１－２０－５
さいたま市緑区三室２４６０
さいたま市緑区三室２４６０
さいたま市緑区三室２４６０
さいたま市緑区三室２４６０
さいたま市緑区東浦和４－５－７
さいたま市緑区東浦和４－８－２
東村山市萩山町３－３１－１
ふじみ野市上福岡１－１２－１０
ふじみ野市清見３－１－２２
ふじみ野市清見３－１－２２
ふじみ野市大原２－１－１６
ふじみ野市北野１－５－７
ふじみ野市北野２－２－６
茨城県古河市上辺見１３００－１３
羽生市上岩瀬５５１
越谷市越ヶ谷１－１０－１９ジーエスハイム越谷１Ｆ
越谷市三野宮新田前８０６－６
越谷市七左町１－３０４－１
越谷市赤山町２－２３５－１
越谷市千間台西２－４－６
越谷市袋山１３６１－８
越谷市谷中町４－２５－５
越谷市谷中町４－２５－５
越谷市南越谷１－１６－１ 布武ビル２階
越谷市南越谷２－１－５０
越谷市南越谷２－１－５０
越谷市南越谷２－１－５０
越谷市南越谷２－１－５０
越谷市弥栄町１－１０５－１８４
越谷市弥十郎９５
桶川市朝日３－１４－１０
加須市下三俣１７９０－１
加須市本町６－３３
吉川市関２２６－１
吉川市平沼１１１
吉川市平沼１１１
久喜市本町１－８－２

048-832-4951
048-832-4951
048-790-1188
048-680-1122
048-680-2311
048-686-3111
048-686-3111
048-684-7111
048-854-1111
048-836-1552
048-866-1717
048-866-1717
048-795-4760
048-623-1101
048-623-1101
048-623-1101
048-623-1101
048-644-0511
048-644-0511
048-644-0511
048-641-0210
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-647-2111
048-649-3533
048-852-4569
048-825-9315
048-858-2127
048-834-5151
048-864-0066
048-863-1211
048-865-0929
048-861-1638
048-866-7350
048-652-0002
048-664-5625
048-663-2944
048-662-0077
048-882-8597
048-873-4111
048-873-4111
048-873-4111
048-873-4111
048-875-8611
048-876-0111
042-392-1101
049-264-1515
049-264-1145
049-264-1145
049-261-0502
049-262-3551
049-261-5873
0280-35-1225
048-562-3000
048-963-2100
048-972-1211
048-990-0777
048-962-1517
048-979-2000
048-977-0123
048-966-2711
048-966-2711
048-986-6105
048-965-1111
048-965-1111
048-965-1111
048-965-1111
048-974-4407
048-975-2707
048-774-9385
0480-61-8561
0480-61-0146
048-984-2211
048-982-8311
048-982-8311
0480-21-0170

廣瀬
片貝
岩﨑
岩﨑
佐藤
古要
石井
大原

哲也
堅志
良二
至利
匠一
俊也
利明
博照
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受講者氏名
宮澤 祥一
森田 仁平
宮田 滋
千島 丈一
根来 孝
松村 いづみ
渋谷 友幸
中原 守康
田嶋 宏之
長田 圭三
藤間 泰
下條 宏
廣川 朋之
髙草木 智史
嶋田 靖
竹束 正二郎
平原 睦庸
飯田 努
鈴木 功一
石塚 一郎
吉川 衆陽
小林 万寿夫
川島 治
玉谷 真一
松本 陽子
山口 修二
樫山 浩
加藤 宏基
松本 篤
中沢 哲也
須郷多 秀夫
矢野 良嗣
南雲 信
富永 一則
菱沼 静男
佐藤 順
渡辺 章
竹田 広樹
西田 幸治
馬場 裕之
真田 貴弘
八重樫 寛治
三宅 洋
飯室 護
荻原 典和
大久保 暢之
守田 浩一
浜崎 卓
岡田 瑠理子
杉田 旭
松田 実
大瀨良 省三
安齋 敏巳
新美 毅
新美 紀雄
森 直樹
北村 好章
中島 弘幸
駒崎 敏郎
長谷 祐治
奥本 忠行
西島 樹重
梨子田 行孝
西山 正輝
廣瀬 恒
川上 知孝
渡邉 東
明石 雅博
土屋 昭彦
三神 昌樹
松下 功
榎本 信行
牛尼 秀樹
青木 宏
松浦 直孝
廣澤 光昭
花尻 和幸
木村 素子
西山 敬二
白倉 広久
益岡 孝之
荒井 泉
川辺 晃一
佐々木 優至
宮原 弘次
岩崎 晃
山内 篤
石原 斌
加藤 良郎
郡司 良夫
猪熊 滋久
廣澤 光昭
鈴木 毅
長嶺 寿秋
宇佐見 理恵
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所属する医療機関
医療機関名
医療法人財団石心会 狭山病院
森田クリニック
狭山中央病院
千島内科クリニック
ねごろクリニック
熊谷外科病院
しぶや医院
埼玉県厚生農業協同組合連合会 熊谷総合病院
埼玉県厚生農業協同組合連合会 熊谷総合病院
いのクリニック
藤間病院
下條内科クリニック
伊勢崎市民病院
伊勢崎市民病院
伊勢崎市民病院
医療法人三省会 堀江病院
医療法人昭庸会 平原内科・消化器科
医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
埼玉県厚生農業協同組合連合会 幸手総合病院
石塚外科医院
医療法人壮幸会 行田総合病院
行田中央総合病院
行田中央総合病院
わたまクリニック
昭和クリニック
サンビレッジクリニック鴻巣
こうのす共生病院
医療法人社団敬悠会 菅野病院
医療法人財団健和会 みさと健和病院
医療法人財団健和会 みさと健和病院
医療法人財団健和会 みさと健和病院
医療法人三愛会 三愛会総合病院
上里内科クリニック
富永クリニック
わかば内科医院
医療法人梅原病院
桑島胃腸科・肛門科
医療法人社団健樹会 竹田クリニック
医療法人社団庄和会庄和中央病院
秀和綜合病院
秀和綜合病院
みくに中央クリニック
春日部市立病院
春日部市立病院
春日部市立病院
医療法人暸昌会 松村医院
守田内科医院
医療法人浜崎医院
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
新美内科
新美内科
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院
わかさクリニック
彩のクリニック
マツバクリニック
医療法人社団恵養会 おくもとクリニック
西島消化器・内科クリニック
医療法人孝和会 梨子田内科クリニック
医療法人社団光城会 ひろせクリニック
医療法人社団光城会 ひろせクリニック
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
榎本外科医院
医療法人慈秀会 上尾アーバンクリニック
医療法人ソレイユ くりはら内科クリニック
医療法人社団 新座志木中央総合病院
医療法人社団 新座志木中央総合病院
堀ノ内病院
医療法人社団堀ノ内クリニック
生々堂新座西山内科眼科クリニック
白倉医院
益岡医院
深谷中央病院
深谷赤十字病院
医療法人社団優慈会 佐々木病院
みやはらクリニック
岩崎医院
埼玉医科大学総合医療センター
南古谷病院
医療法人社団関心会 関本記念病院
医療法人康正会総合クリニック
医療法人恒久会 猪熊外科胃腸科医院
広沢医院
医療法人直心会 帯津三敬病院
医療法人直心会 帯津三敬病院
医療法人社団 廣瀬病院

所在地
狭山市鵜ノ木１－３３
狭山市狭山台１－８－１
狭山市富士見２－１９－３５
熊谷市玉井３１４－３
熊谷市銀座５－６－１３
熊谷市佐谷田３８１１－１
熊谷市大原２－７－１０
熊谷市中西４－５－１
熊谷市中西４－５－１
熊谷市箱田１－１２－２４
熊谷市末広２－１３７
群馬県伊勢崎市連取町２０１０
群馬県伊勢崎市連取本町１２－１
群馬県伊勢崎市連取本町１２－１
群馬県伊勢崎市連取本町１２－１
群馬県太田市高林東町１８００
群馬県太田市小舞木町２２６
戸田市本町１－１９－３
幸手市東４－１４－２４
幸手市北３－１０－２０
行田市持田３７６
行田市富士見町２－１７－１７
行田市富士見町２－１７－１７
鴻巣市加美１－６－４６
鴻巣市吹上本町４－１０－９
鴻巣市本町３－５－２１
鴻巣市本町６－５－１８
坂戸市関間１－１－１７
三郷市鷹野４－４９４－１
三郷市鷹野４－４９４－１
三郷市鷹野４－４９４－１
三郷市彦成３－７－１７
児玉郡上里町七本木三田３４８２－１
児玉郡神川町新里３６７－２
春日部市小渕１５９３
春日部市小渕４５５－１
春日部市大枝３１５
春日部市大枝８９ 武里団地３－２３－１０３
春日部市上金崎２８
春日部市谷原新田１２００
春日部市谷原新田１２００
春日部市中央１－５６－１８
春日部市中央７－２－１
春日部市中央７－２－１
春日部市中央７－２－１
春日部市藤塚２１７１－６
春日部市南２－６－２７
春日部市備後西３－８－５７
春日部市緑町５－９－４
春日部市緑町５－９－４
春日部市緑町５－９－４
春日部市緑町５－９－４
春日部市緑町５－９－４
所沢市狭山ヶ丘２－６４－２
所沢市狭山ヶ丘２－６４－２
所沢市若狭２－１６７１
所沢市若狭２－１６７１
所沢市若狭４－２４６８－３１
所沢市小手指町４－１－１
所沢市松葉町８－７
所沢市西所沢１－２３－３
所沢市東狭山ヶ丘１－２７－２０
所沢市弥生町２８７１－３６
所沢市緑町２－１４－７
所沢市緑町２－１４－７
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市柏座１－１０－１０
上尾市緑丘１－９－５
上尾市緑丘３－５－２８シンワ緑丘ビル１階
新座市栗原３－１０－２２
新座市東北１－７－２
新座市東北１－７－２
新座市堀ノ内２－９－３１
新座市堀ノ内３－１－１３
新座市野火止５－１－３８
深谷市稲荷町３－３－１
深谷市岡部１２４３
深谷市原郷５００
深谷市上柴町西５－８－１
深谷市西島町２－１６－１
深谷市田中２１１３
深谷市東方３６８８－５
川越市鴨田１９８１
川越市久下戸１１０
川越市今福１６７３－１
川越市山田３７５－１
川越市新宿町５－４－１２
川越市新富町１－６－３
川越市大字大中居５４５
川越市大字大中居５４５
川越市中原町１－１２－１
2/4

電話番号
04-2953-6611
04-2959-3111
04-2959-7111
048-530-6446
048-522-0038
048-521-4115
048-522-7022
048-521-0065
048-521-0065
048-528-8300
048-522-0600
0270-21-0021
0270-25-5022
0270-25-5022
0270-25-5022
0276-38-1215
0276-45-3891
048-442-1111
0480-42-1211
0480-43-7777
048-552-1111
048-553-2000
048-553-2000
048-541-5756
048-548-0025
048-540-0088
048-541-1131
049-284-3025
048-955-7171
048-955-7171
048-955-7171
048-958-3111
0495-33-8823
0495-77-0762
048-753-3530
048-752-2152
048-735-0001
048-735-4501
048-746-3122
048-737-2121
048-737-2121
048-737-5400
048-735-1261
048-735-1261
048-735-1261
048-735-6800
048-737-6300
048-745-6000
048-736-1221
048-736-1221
048-736-1221
048-736-1221
048-736-1221
04-2948-5208
04-2948-5208
04-2948-1111
04-2948-1111
04-2949-2426
04-2949-1118
04-2995-5131
04-2903-8320
04-2923-0005
04-2996-3181
04-2920-2111
04-2920-2111
048-773-1111
048-773-1111
048-773-1111
048-773-1111
048-773-1111
048-773-1111
048-771-1610
048-778-1929
042-438-6606
048-474-7211
048-474-7211
048-481-5168
048-483-2222
048-202-1112
048-571-0169
048-585-5657
048-571-8032
048-571-1511
048-571-0242
048-583-7076
048-572-8181
049-228-3564
049-235-7777
049-241-0300
049-224-2711
049-242-6780
049-222-0962
049-235-1981
049-235-1981
049-222-0533
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康
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平田 嘉幸

ﾋﾗﾀ ﾖｼﾕｷ

北村 均
石井 秀夫
成田 亨
長汐 俊治
今井 一郎
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有田 圭介
二宮 凛
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高野 順子
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髙橋 進
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ｼﾉﾋﾞ ﾃﾂﾔ
ｱﾘﾀ ｹｲｽｹ
ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾙﾙ
ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ
ｶｶﾞﾜ ﾄｳｼﾞｮｳ
ﾄﾘｳﾐ ﾔｽﾄｼ
ﾏｻﾂｶ ﾋﾃﾞﾋｺ
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ
ﾀｶﾉ ﾋﾄｼ
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾄﾑ
ﾅｽﾊﾗ ﾋﾛｷ
ﾆｼ ﾋﾃﾞｵ
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ｸﾛｻﾜ ﾅﾐｴ
ﾀﾝﾊﾞ ｼｽﾞｶ
ﾀﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

安村 寛

ﾔｽﾑﾗ ﾕﾀｶ

田中 政彦

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ

泉 正樹
安田 武史
佐藤 栄一
狩野 契
新井 稔明
須賀原 裕一
鈴木 裕太郎
窪田 公一
中川 正明
室久 俊光
福田 薫
中島 哲夫
梅本 恵子
高梨 日出雄
田中 義隆
中山 虹
宮澤 光男
山田 明
河野 知久
藤盛 健二
坂本 和之
吉住 豊
永田 雅良
西山 淳一
野中 由紀子
清水 秀之
原田 雅義
原田 佳明
野中 晴彦
高木 洋介
藤井 正嗣
渡辺 淳
三村 治美
須田 淳
福田 定男
田平 禮三
金子 敬子
赤石 亨
野﨑 達夫
三浦 教子
増永 荘平
木村 隆生
遠藤 健
中島 市郎
入交 信廣
木原 昌則
山本 宏
内田 治
山口 研成
島村 智崇
多田 正弘
山形 幸徳
石窪 力
門脇 重憲
横山 康行
山浦 忠能
竹並 和之
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ｸﾎﾞﾀ ｺｳｲﾁ
ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ
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ｳﾒﾓﾄ ｹｲｺ
ﾀｶﾅｼ ﾋﾃﾞｵ
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ﾅｶﾔﾏ ｺｳ
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾂｵ
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ
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ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ
ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ
ﾉﾅｶ ﾊﾙﾋｺ
ﾀｶｷﾞ ﾖｳｽｹ
ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾂｸﾞ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾐ
ｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
ﾌｸﾀﾞ ｻﾀﾞｵ
ﾀﾋﾗ ﾚｲｿﾞｳ
ｶﾈｺ ｹｲｺ
ｱｶｲｼ ﾄｵﾙ
ﾉｻﾞｷ ﾀﾂｵ
ﾐｳﾗ ﾀｶｺ
ﾏｽﾅｶﾞ ｿｳﾍｲ
ｷﾑﾗ ﾀｶｵ
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ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ
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ｷﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ
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所属する医療機関
医療機関名
藤沼内科クリニック
医療法人財団春桂会内科川越西口診療所
赤心堂病院
稲生医院
医療法人東峰会 粂川内科医院
はえまつ内科・外科クリニック
川口市立医療センター
川口市立医療センター
寿康会病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生
会川口総合病院
川口工業総合病院
石井医院
医療法人社団協友会 東川口病院
医療法人社団大成会 武南病院
医療法人社団大成会 武南病院
埼玉協同病院
埼玉協同病院
医療法人移山会 二宮病院
レン・ファミリークリニック
何川医院
埼玉草加病院
医療法人 正務医院
医療法人 正務医院
医療法人 正務医院
医療法人社団和啓会 メディクス草加クリニック
医療法人同仁会 松本医院
南須原医院
秩父脳外科内科クリニック
医療法人花仁会 秩父病院
高橋内科クリニック
（医）久喜医院
朝霞駅東口たんば内科クリニック
朝霞駅東口たんば内科クリニック
医療法人社団新都市医療研究会〔関越〕会 関越
病院
医療法人社団新都市医療研究会〔関越〕会 関越
病院
財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院
医療法人社団叡宥会 安田病院
さとう消化器内科クリニック
シャローム鋤柄医院
新井クリニック
東松山市立市民病院
東松山市立市民病院
東松山市立市民病院
中川医院
獨協医科大学病院
福田医院
医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院
医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院
高梨内科医院
白岡内科総合診療所
りゅう内科整形外科医院
埼玉医科大学国際医療センター消化器病センター
山田内科クリニック
こうの医院
埼玉医科大学病院
坂本クリニック
医療法人永仁会 入間ハート病院
医療法人永仁会 入間ハート病院
医療法人社団仁友会 入間台クリニック
医療法人明晴会 西武クリニック
原田病院
原田病院
原田病院
医療法人明晴会 西武入間病院
医療法人 後谷診療所
医療法人藤井クリニック
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院
医療法人健正会 須田医院
フクダ内科
医療法人社団厚生会 埼玉厚生病院
医療法人仁友会 東飯能駅前クリニック
医療法人新正会 間柴医院
野﨑クリニック
三浦病院
医療法人社団かいしん会 ますなが医院
医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院
医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院
医療法人社団 中島医院
東みずほ台クリニック
ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院
ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院
内田クリニック
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
埼玉県立がんセンター
北本共済病院

所在地
川越市通町５－５ 第２山田ビル１階
川越市脇田本町１１－２３
川越市脇田本町２５－１９
川口市元郷４－１－３
川口市戸塚２－２３－６
川口市榛松１－１－５
川口市西新井宿１８０
川口市西新井宿１８０
川口市西青木２－１５－１０

電話番号
049-229-3280
049-244-0677
049-242-1181
048-222-5877
048-294-6833
048-288-8600
048-287-2525
048-287-2525
048-251-2050

川口市西川口５－１１－５

048-253-1551

川口市青木１－１８－１５
川口市石神１６６１－６
川口市東川口２－１０－８
川口市東本郷２０２６
川口市東本郷２０２６
川口市木曽呂１３１７
川口市木曽呂１３１７
草加市新栄町４９１－６
草加市新善町３７３
草加市草加３－８－２１
草加市谷塚町１１１
草加市青柳５－１２－１３
草加市青柳５－１２－１３
草加市青柳５－１２－１３
草加市氷川町２１４９－３
大里郡寄居町大字寄居８８６－２
秩父郡長瀞町本野上１７４－３
秩父市永田町２－１７
秩父市宮側町１６－１２
秩父市中村町３－３－３６
秩父市道生町７－５
朝霞市仲町２－２－３８アウステル１Ｆ
朝霞市仲町２－２－３８アウステル１Ｆ

048-252-4873
048-296-0018
048-295-1000
048-284-2811
048-284-2811
048-296-4771
048-296-4771
048-941-2223
048-944-2200
048-942-6062
048-928-3111
048-936-7422
048-936-7422
048-936-7422
048-920-6161
048-581-1106
0494-66-2038
0494-21-2330
0494-22-3022
0494-27-0155
0494-23-6161
048-450-2211
048-450-2211

鶴ヶ島市脚折１４５－１

049-285-3161

鶴ヶ島市脚折１４５－１

049-285-3161

東京都板橋区小茂根４－１１－１１
東京都板橋区成増１－１３－９
東京都豊島区東池袋１－１９－１０ 太陽ビル3F
東松山市松山１４９６
東松山市西本宿１８５９－１
東松山市大字松山２３９２
東松山市大字松山２３９２
東松山市大字松山２３９２
東松山市柏崎７０３－４
栃木県下都賀郡壬生町北小林８８０
南埼玉郡宮代町和戸４－３－２４
南埼玉郡白岡町小久喜９３８－１２
南埼玉郡白岡町小久喜９３８－１２
南埼玉郡白岡町西１－３－２
南埼玉郡白岡町千駄野１３１１－１
南埼玉郡白岡町白岡 １４８７－４
日高市大字山根１３９７－１
入間郡三芳町北永井３－１１
入間郡三芳町北永井６９４－５
入間郡毛呂山町毛呂本郷３８
入間市寺竹７７０－４
入間市小谷田１２５８－１
入間市小谷田１２５８－１
入間市新久８１６
入間市仏子９５３
入間市豊岡１－１３－３
入間市豊岡１－１３－３
入間市豊岡１－１３－３
入間市野田９４６
八潮市南後谷７５１
八潮市八潮２－２－８
八潮市緑町１－４１－３
八潮市緑町１－４１－３
鳩ケ谷市坂下町４－７－４
鳩ケ谷市南１－９－６
鳩ヶ谷市南６－５－５
飯能市柳町３－５
飯能市緑町３－４
比企郡嵐山町千手堂６９３
富士見市下南畑３１６６
富士見市勝瀬７３９－１
富士見市大字鶴馬１９６７－１
富士見市大字鶴馬１９６７－１
富士見市鶴瀬西２－１６－５４
富士見市東みずほ台３－３－１１
北葛飾郡杉戸町清地２－２－１１
北葛飾郡杉戸町清地２－２－１１
北足立郡伊奈町小針内宿２８３
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北足立郡伊奈町大字小室８１８
北本市下石戸下５１１－１

03-5986-3111
03-3939-0101
03-3590-8111
0493-25-2979
0493-35-5550
0493-24-6111
0493-24-6111
0493-24-6111
0493-23-1004
0282-86-1111
0480-34-0011
0480-93-0661
0480-93-0661
0480-90-5660
0480-93-6588
0480-93-2188
042-984-4531
049-259-4462
049-257-8187
049-276-1198
04-2936-2055
04-2934-5050
04-2934-5050
04-2936-5055
04-2932-0117
04-2962-1251
04-2962-1251
04-2962-1251
04-2932-1121
048-995-3428
048-998-7522
048-996-1131
048-996-1131
048-281-2526
048-282-6000
048-281-7611
042-974-6633
042-983-1660
0493-61-1810
049-254-7111
049-264-1511
049-251-3060
049-251-3060
049-251-0793
049-255-5511
0480-33-1311
0480-33-1311
048-728-9296
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-722-1111
048-591-7111

3/4

備 考

平成２１年度埼玉県肝炎医療研修会受講者一覧
受講者氏名

フリガナ

山田 憲次
橋本 良明
益子 研土
鈴木 和喜
薗部 光一
堀川 明
井上 満
須田 秀利
宮田 秀一
佐々木 喜一
本田 英明
勝海 東一郎
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所属する医療機関
医療機関名
山田医院
医療法人柏成会 青木病院
医療法人益子会（社団） 児玉中央病院
医療法人鈴木外科病院
医療法人三光会 そのべ病院
医療法人堀川会 堀川病院
独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院
医療法人須田小児科内科クリニック
医療法人一心会 蓮田一心会病院
医療法人心喜会 蓮田外科
医療法人本田内科医院
勝海外科

所在地
北本市北本宿１９３
本庄市下野堂１－１３－２７
本庄市児玉町児玉５９６－１
本庄市児玉町八幡山２９３
本庄市千代田３－４－２
本庄市本庄 １－４－１０
蓮田市大字黒浜４１４７
蓮田市東５－８－１
蓮田市本町３－１７
蓮田市蓮田２０６１
蓮田市蓮田４６３－７
和光市新倉１－１１－１
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電話番号
048-593-0353
0495-24-3005
0495-72-0030
0495-72-1235
0495-21-2171
0495-22-2163
048-768-1161
048-764-5699
048-764-6411
048-764-1141
048-768-4772
048-464-2685

備 考

