
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 受講番号 所在地 所属医療機関名 〒 電話番号
相原　和男 ｱｲﾊﾗ ｶｽﾞｵ 30-001 鴻巣市関新田１９０－１ 相原医院 365-0064 048-569-1951
青木　宏 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 30-002 新座市栗原３－１０－２２ 医療法人ソレイユ　くりはら内科クリニック 352-0035   042-438-6606 
明石　雅博 ｱｶｼ ﾏｻﾋﾛ 30-003 上尾市柏座１－１０－１０ 上尾中央総合病院 362-8588　 048-773-1111 
秋濱　示江 ｱｷﾊﾏ ﾄｷｴ 30-004 熊谷市別府３－１７０ 秋浜医院 360-0856 048-533-0150
浅川　岳士 ｱｻｶﾜ ﾀｹｼ 30-005 川口市柳崎３－７－２４ 青木中央クリニック 333-0861 048-260-1211
安部　雅男 ｱﾍﾞ ﾏｻｵ 30-006 新座市東北２－２６－３ 新座中央通り診療所 332-8558 048-473-3331
新井　恵子 ｱﾗｲ ｹｲｺ 30-007 所沢市小手指町2丁目1379 はらこどもクリニック 359-1141 04-2926-4333
新井　隆弘 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 30-008 所沢市緑町４－４７－２０ かえで内科医院 359-1111 04-2939-3555
有馬　健 ｱﾘﾏ ﾀｹｼ 30-009 さいたま市大宮区三橋１－１５０４－２ 有馬内科 330-0856 048-665-1273
安藤　聡一郎　 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 30-010 ふじみ野市福岡中央１－７－１７ 安藤医院 356-0031 049-261-0634
飯塚　明男 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷｵ 30-011 本庄市栄１－１－３３ 医療法人博明会　飯塚内科産婦人科 367-0046 0495-24-6311
飯田　努 ｲｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ 30-012 蕨市南町２－１４－８ 飯田クリニック 335-0003 048-441-2730
五十嵐　康子 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽｺ 30-013 新座市堀ノ内２－９－３１ 堀ノ内病院 332-8558 048-481-5168
石井　裕二 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ 30-014 草加市氷川町９２８ 石井外科医院 340-0034 048-925-4255
石井　義孝 ｲｼｲ ﾖｼﾀｶ 30-015 熊谷市大原３－６－３ くまがやクリニック 360-0812 048-523-0003
石川　靖子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ 30-016 桶川市若宮１－４－５２　埼北ＳＳビル３Ｆ アベル内科クリニック 363-0022 048-787-5411
石塚　一郎 ｲｼﾂﾞｶ ｲﾁﾛｳ 30-017 幸手市北３－１０－２０ 石塚医院 340-0111 0480-43-7777
石丸　悟正 ｲｼﾏﾙ ｺﾞｾｲ 30-018 さいたま市岩槻区諏訪２－２－１５　 いしまるクリニック 339-0007 048-793-1409 
猪野　裕英 ｲﾉ ﾋﾛﾋﾃﾞ 30-019 東松山市毛塚９１０－１ 笠原クリニック 355-0064 0493-35-1830
稲生　紀夫 ｲﾉｳ ﾉﾘｵ 30-020 川口市元郷４－１－３ いのお（稲生）医院 332-0011 048-222-5877
伊野宮　かおり ｲﾉﾐﾔ ｶｵﾘ 30-021 三郷市幸房４７２－１ 医療法人光悦会　いわさわ内科医院 341-0026 048-953-7300
今井　一郎 ｲﾏｲ ｲﾁﾛｳ 30-022 久喜市久喜中央２－２－２８ 新井病院 346-0003 048-021-0070
今成　晴代 ｲﾏﾅﾘ ﾊﾙﾖ 30-023 羽生市下川崎８１８ 今成医院 348-0034 048-561-2317
上野　聡一郎 ｳｴﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 30-024 上尾市柏座１－１０－１０ 上尾中央総合病院 362-8588 048-773-1111
榎本　武郎 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｵ 30-025 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 若葉内科クリニック 350-2203 049-298-5308
遠藤　正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 30-026 加須市琴寄３０４－２ 久保クリニック 349-1133 0480-78-0660
翁　伯東 ｵｳ ﾊｸﾄｳ 30-027 さいたま市北区宮原町３－２２９ 有隣医院 331-0812   048-664-5625 
大木　宇希 ｵｵｷ ｳｷ 30-028 小川町小川１５２５ 小川赤十字病院 355-0397 0493-72-2333
大竹　はるか ｵｵﾀｹ ﾊﾙｶ 30-029 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 自治医科大学附属さいたま医療センター 332-8558 048-647-2111
大塚　俊和 ｵｵﾂｶ ﾄｼｶｽﾞ 30-030 北本市荒井６－１００ 北里大学メディカルセンター 364-8501 048-593-1212
大林　隆晴 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 30-031 本庄市北堀１７８０ 本庄総合病院 332-8558 0495-22-6111
小形　滋彦 ｵｶﾞﾀ ｼｹﾞﾋｺ 30-032 戸田市大字新曽３３０－１ 戸田駅前クリニック 332-8558 048-434-6325
長田　圭三 ｵｻﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 30-036 熊谷市箱田１－１２－２４ いのクリニック 360-0014 048-528-8300
尾内　弘次 ｵﾅｲ ﾋﾛﾂｸﾞ 30-037 皆野町大字皆野１３９０－２ 清水病院 369-1412 0494-62-0067
小野田　茂雄 ｵﾉﾀﾞ ｼｹﾞｵ 30-038 加須市下三俣１７９０－１ 埼玉医療生活協同組合　加須ふれあいクリニック 347-0007 0480-61-8561
小野寺　大吾 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 30-039 さいたま市北区盆栽町４５３ さいたま北部医療センター 331-8625   048-663-1671 
小柳　佳成 ｵﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾅﾘ 30-040 川口市西川口５－１１－５ 埼玉県済生会川口総合病院 332-8558 048-253-1551 
葛西　豊高 ｶｻｲ ﾄﾖﾀｶ 30-041 深谷市上柴町西５－８－１ 深谷赤十字病院 332-8558 048-571-1511
片野　素信 ｶﾀﾉ ﾓﾄﾉﾌﾞ 30-042 蕨市北町２－１２－１８ 蕨市立病院 332-8558 048-432-2277
勝海　東一郎 ｶﾂﾐ ﾄｳｲﾁﾛｳ 30-043 和光市新倉１－１１－１ 勝海外科 351-0115   048-464-2685 
角　誠二郎 ｶﾄﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ 30-044 所沢市こぶし町１－１７－１０１ 医心会こぶしクリニック 359-0033 04-2993-5866
金森　成水 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾙﾐ 30-045 川越市六軒町２－１０－３ やまぶきクリニック 350-0041 049-228-2112
金田　利明 ｶﾈﾀﾞ ﾄｼｱｷ 30-047 さいたま市大宮区三橋２－４８４　 かねだクリニック 330-0856 048-625-7886
狩野　芙美 ｶﾘﾉ ﾌﾐ 30-049 北本市北本１－８１　ＡＳＡＭＩビル２Ｆ 北本駅東口クリニック 364-0006 048-593-0311
川崎 努 ｶﾜｻｷ ﾂﾄﾑ 30-051 さいたま市見沼区東大宮２－３５－３ ハートの森クリニック 337-0061 048-664-8828
川島　治 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ 30-052 行田市富士見町２－１７－１７ 行田中央総合病院 332-8558 048-553-2000 
河野　道弘 ｶﾜﾉ ﾐﾁﾋﾛ 30-053 さいたま市大宮区三橋１－８９１－２ 河野外科胃腸科 330-0856 048-665-2111
川辺　晃一 ｶﾜﾍﾞ ｺｳｲﾁ 30-054 深谷市上柴町西５－８－１ 深谷赤十字病院 366-0052   048-571-1511 
清松　英充 ｷﾖﾏﾂ ﾋﾃﾞﾐﾁ 30-056 越谷市南越谷１－１６－１　布武プラザビル２階 医療法人社団清松クリニック 343-0845 048-986-6105
倉林　京児 ｸﾗﾊﾔｼ ｷｮｳｼﾞ 30-057 本庄市児玉町金屋１２０７ 倉林医院 367-0216 0495-72-1341
倉持　みずき ｸﾗﾓﾁ ﾐｽﾞｷ 30-058 和光市諏訪２－１ 国立病院機構　埼玉病院 351-0102 048-462-1101
黒巣　恵美 ｸﾛｽ ﾒｸﾞﾐ 30-059 久喜市吉羽１－２８－２３ よしば診療所 332-8558 0482-26-7200
小糸　雄大 ｺｲﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 30-060 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 自治医科大学附属さいたま医療センター 330-8503 048-647-2111
香坂　隆夫 ｺｳｻｶ ﾀｶｵ 30-061 新座市堀ノ内２－９－３１ 堀ノ内病院 332-8558 048-481-5168
小島　一人 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 30-064 吉川市平沼１１１ 医療法人社団　協友会　吉川中央総合病院 342-0056 048-982-8311
小竹　文秋 ｺﾀｹ ﾌﾐｱｷ 30-067 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 若葉内科クリニック 350-2203 049-298-5308
櫻井　直彦 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾋｺ 30-072 ふじみ野市亀久保１－１－１６　ウエストビル１０６ 医療法人順桜会さくらクリニック 356-0051 049-278-6656
佐々木　一元 ｻｻｷ ｶｽﾞﾓﾄ 30-073 所沢市西所沢１－７－２５ 佐々木記念病院 359-1144 04-2923-1123
佐々木　淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 30-075 越谷市東越谷１０－４７－１ 越谷市立病院 343-0023 048-965-2221
佐藤　大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 30-077 北本市二ツ家１－３７４－１２５Ａ さとうクリニック 332-8558 048-590-5977
真田　貴弘 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 30-078 春日部市谷原新田１２００ 秀和総合病院 344-0035 048-737-2121
宍倉　祐子 ｼｼｸﾗ ﾕｳｺ 30-079 川越市脇田本町４－１３ 行定病院 350-1123 049-242-0382
四宮　敏彦 ｼﾉﾐﾔ ﾄｼﾋｺ 30-080 さいたま市北区東大成町１－２２７ 大宮中央総合病院 331-8711 048-663-2501
嶋田　一也 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 30-082 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 丸山記念総合病院 339-0057 048-757-3511
清水　秀之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 30-084 入間市豊岡１－１３－３ 原田病院 332-8558 04-2962-1251 
新藤　雄司 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 30-085 さいたま市西区島根２９９－１ さいたま市民医療センター 332-8558 048-626-0011
菅野　龍彦 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾋｺ 30-086 東松山市上唐子１３１２－１ 武蔵嵐山病院 355-0077 0493-81-7700

ｶﾝﾉ ｹﾞﾝ 30-087 東松山市上唐子１３１２－１ 武蔵嵐山病院 355-0077 0493-81-7700
鈴木　和喜 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 30-088 本庄市児玉町八幡山２９３ 医療法人鈴木外科病院 332-8558 0495-72-1235 
鈴木　慶太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 30-089 さいたま市西区宝来１２９５－１ 指扇病院 331-0072   048-623-1101 
関谷　徳泰 ｾｷﾔ ﾉﾘﾔｽ 30-090 さいたま市浦和区北浦和４－２－６　中村第一ビル３０２ さいたま訪問診療所 330-0074 048-834-3966
傍島　潤 ｿﾊﾞｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 30-091 川越市藤間９３７－３ 傍島外科 350-1142 049-245-3211
髙木　利明 ﾀｶｷﾞ  ﾄｼｱｷ 30-092 草加市吉町３－２－４７ たかぎ医院 332-8558 048-922-3731
髙木　正人 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ 30-093 狭山市下奥富１２２１ 医療法人清心会　至聖病院 332-8558 04-2952-1000
高橋　公男 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｵ 30-095 本庄市千代田１－４－２２ 医療法人高橋外科整形外科 367-0054 0495-22-6211
高橋　周二 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 30-096 草加市氷川町２１４９－３ 医療法人社団和啓会　メディクス草加クリニック 332-8558 048-920-6161 
高橋　直嗣 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾂｸﾞ 30-097 東松山市御茶山町１４－２４ 高橋内科胃腸科クリニック 332-8558 0493-23-0880
武下　達矢 ﾀｹｼﾀ ﾀﾂﾔ 30-098 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 埼玉メディカルセンター 330-0074 048-832-4951
蓼沼　寛 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾋﾛｼ 30-099 志木市柏町６－２９－４４　２Ｆ たで内科クリニック 353-0007 048-485-2600
舘野　友美 ﾀﾃﾉ ﾄﾓﾐ 30-100 さいたま市緑区三室２４６０ さいたま市立病院 332-8558 048-873-4111
田所　克己 ﾀﾄﾞｺﾛ ｶﾂﾐ 30-101 本庄市けや木１－８－２ 田所医院 332-8558 0495-22-3445
田中　奏多 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 30-102 越谷市南越谷２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 343-8555 048-965-1111
田中　由理子 ﾀﾅｶ ﾕﾘｺ 30-103 上尾市柏座１－１０－１０ 上尾中央総合病院 332-8558 048-773-1111 
玉城　吉郎 ﾀﾏｷ ﾖｼﾛｳ 30-104 上尾市上尾下９７３－２３ たまき整形外科内科 332-8558 048-775-1433
玉田　親造 ﾀﾏﾀﾞ ｼﾝｿﾞｳ 30-105 熊谷市筑波３－２０２ 医療法人サンアイ　三愛熊谷医院 332-8558 048-526-0031
辻川　昭仁 ﾂｼﾞｶﾜ ｱｷﾋﾄ 30-107 蕨市中央５－１９－１６　プレミールＪＩＮ　１階 辻川ホームクリニック 335-0004 048-446-6376
土尾　泰弘 ﾂﾁｵ ﾔｽﾋﾛ 30-108 上里町金久保３８ 土尾内科クリニック 332-8558 0495-71-4800
土屋　昭彦 ﾂﾁﾔ ｱｷﾋｺ 30-109 上尾市柏座１－１０－１０ 上尾中央総合病院 362-8588　 048-773-1111 
寺師　良樹 ﾃﾗｼ ﾖｼｷ 30-111 入間市豊岡５－５－２５ 寺師医院 332-8558 04-2962-3352
徳永　克彦 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ 30-113 八潮市八條１５６７八潮団地２５号棟 徳永クリニック 332-8558 048-996-6501
友野　泰秀 ﾄﾓﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 30-114 川口市芝３－７－１２ 安東病院 333-0861 048-266-2611
中澤　三司 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｼ 30-116 東松山市本町２－３－１１ 中澤医院 355-0015 0493-22-0710
中村　孝 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 30-117 本庄市日の出３－７－２６ 中村外科医院 332-8558 0495-21-6211
中村　哲哉 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 30-118 本庄市日の出３－７－２６ 中村外科医院 367-0022 0495-21-6211
中村　欣正 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾏｻ 30-119 川越市藤間９３７－３ 傍島外科 350-1142 049-245-3211
中本　一海 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 30-120 所沢市狭山ヶ丘１－３００９ 所沢緑ヶ丘病院 332-8558 04-2948-8181
名越　啓史 ﾅｺﾞﾔ ﾋﾛﾌﾐ 30-121 春日部市大枝８９　武里団地１－１５－１０１ 名越内科医院 332-8558 048-735-6627
梨子田　行孝 ﾅｼﾀﾞ ﾕｷﾀｶ 30-122 所沢市弥生町２８７１－３６ 医療法人孝和会　梨子田内科クリニック 332-8558 04-2996-3181 
西田　幸治 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 30-123 春日部市上金崎２８ 医療法人社団庄和会庄和中央病院 344-0111 048-746-3122
西山　淳一 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 30-124 入間市新久８１６ 入間台クリニック 358-0031 04-2936-5055
橋本　幹生 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷｵ 30-127 川口市中青木２－１５－３４－３０２ はしもと内科クリニック 332-8558 048-240-5911

平成３０年度埼玉県肝炎医療研修会受講者一覧     　研修会開催日：H30.11.4

※この一覧表は、平成３０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、異動等に伴い所属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。



氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 受講番号 所在地 所属医療機関名 〒 電話番号
秦　重美 ﾊﾀ ｴﾐ 30-128 川越市連雀町１９－３ 三井病院 350-0066 049-222-5321
濵田　英治 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 30-129 富士見市東みずほ台３－２４－６ はまだ内科クリニック 332-8558 049-268-7100
林　篤善 ﾊﾔｼ ｱﾂﾖｼ 30-130 川越市連雀町１９－３ 三井病院 350-0066 049-222-5321
原田　昌幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 30-131 さいたま市緑区原山１－２０－５ 医療法人幸明会　原田医院 332-8558 048-882-8597 
原田　守久 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾘﾋｻ 30-132 坂戸市末広町５－１－１０５ （医）秀人会原田内科クリニック 350-0272 049-281-3235
原田　佳明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 30-133 入間市豊岡１－１３－３ 原田病院 332-8558 04-2962-1251 
半田　敦史 ﾊﾝﾀﾞ ｱﾂｼ 30-134 秩父市中村町３－６－２４ 特定医療法人俊仁会　介護老人保健施設　うらら 332-8558 0494-27-0250
板東　大晃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 30-135 富士見市西みずほ台１－１－１ みずほ台サンクリニック 354-0018 049-255-3929
藤井　陽一朗 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 30-137 さいたま市西区宝来１２９５－１ 指扇病院 332-8558 048-623-1101
藤岡　悟 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾙ 30-138 さいたま市見沼区深作３－４０－５ 医療法人社団医凰会　春野クリニック 332-8558 048-680-1122 
藤田　敏明 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｱｷ 30-139 さいたま市見沼区東宮下字西１９６ さいたま記念病院 337-0012   048-686-3111 
藤盛　健二 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 30-140 入間市新久８１６ 入間台クリニック 358-0031 04-2936-5055
八月朔日　秀明 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 30-142 所沢市並木３－２ 防衛医科大学校病院 359-0042 042-995-1211
堀川　明 ﾎﾘｶﾜ ｱｷﾗ 30-143 本庄市本庄１－４－１０ 堀川病院 332-8558 0495-22-2163
益子　研土 ﾏｼｺ ｹﾝﾄ 30-144 本庄市児玉町児玉５９６－１ 医療法人益子会（社団）　児玉中央病院 332-8558 0495-72-0030 
間嶋　崇 ﾏｼﾞﾏ ﾀｶｼ 30-145 所沢市若狭４－２４６８－３１ わかさクリニック 359-1151 04-2949-2426
松澤　岳晃 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 30-146 ふじみ野市ふじみ野３－９－２０ 松澤クリニック 332-8558 049-278-6288
松澤　裕一 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 30-147 ふじみ野市ふじみ野３－９－２０ 松澤クリニック 332-8558 049-278-6288
松代　有司 ﾏﾂｼﾛ ﾕｳｼﾞ 30-148 毛呂山町川角７－１ 街かどのクリニック 350-0436 049-298-5357
松村　いづみ ﾏﾂﾑﾗ ｲﾂﾞﾐ 30-149 熊谷市佐谷田３８１１－１ 熊谷外科病院 332-8558 048-521-4115 
三須　雄二 ﾐｽ ﾕｳｼﾞ 30-151 春日部市粕壁東１－１１－１２ 永寿会　三須医院 344-0062 048-752-2200
水谷　剛 ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾞｳ 30-152 川口市柳崎４－２８－３２ 東浦和内科・外科クリニック 332-8558 048-487-7755
宮田　滋 ﾐﾔﾀ ｼｹﾞﾙ 30-154 狭山市入間川１－１８－３０ みやた内科クリニック 332-8558 04-2969-2111
宮永　忠彦 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ 30-155 草加市谷塚２－１２－１５ 鳳永病院 332-8558 048-924-2631
本橋　隆 ﾓﾄﾊｼ ﾀｶｼ 30-158 川口市坂下町４－１６－２６ はとがや病院 332-8558 048-282-1890
本宮　洋 ﾓﾄﾐﾔ ﾋﾛｼ 30-159 さいたま市西区宝来１２９５－１ 指扇病院 331-0072   048-623-1101 
本谷　大介 ﾓﾄﾔ ﾀﾞｲｽｹ 30-160 毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医科大学病院 350-0495 049-276-1111
森　秀暁 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 30-161 桶川市坂田１７２６ 埼玉県央病院 363-0008 048-776-0022
森内　理加 ﾓﾘｳﾁ ﾘｶ 30-162 新座市堀ノ内１－９－２８ 静風荘病院 332-8558 048-477-7300
柳田　俊之 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 30-164 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 医療法人 吉村胃腸科クリニック 332-8558 048-963-2100
山岡　昭治 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳｼﾞ 30-165 坂戸市南町３０－８ 坂戸中央病院 332-8558 049-283-0019
山川　泰彦 ﾔﾏｶﾜ ﾔｽﾋｺ 30-166 戸田市笹目南町２０－１６ 医療法人　慈公会　公平病院 335-0035 048-421-3030
山口　修二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 30-167 鴻巣市本町３－５－２１ サンビレッジクリニック鴻巣 332-8558 048-540-0088
横田　司 ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 30-168 春日部市緑町５－９－４ 春日部中央総合病院 344-0063 048-736-1221
横山　晃貴 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ 30-169 草加市新善町３７３ レン・ファミリークリニック 332-8558 048-944-2200 
吉岡　藍子 ﾖｼｵｶ ｱｲｺ 30-170 川口市西川口５－１１－５ 済生会川口総合病院 332-8558 048-253-1551
吉川　修平 ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 30-171 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 自治医科大学附属さいたま医療センター 332-8558 048-647-2111
渡辺　勝己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 30-173 鴻巣市加美１－６－４６ わたまクリニック 332-8558 048-541-5756
金子　敬子 ｶﾈｺ ｹｲｺ 30-174 飯能市柳町３－５ 東飯能駅前クリニック 357-0035 042-974-6633
関口　昌人 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 30-175 さいたま市大宮区天沼町２－９４１ 関口医院 330-0834 048-641-2487
李　栄泰 ﾘ ｴｲﾀｲ 30-176 所沢市南住吉２２－３３ 西部クリニック 359-1125 04-2926-5851
新堀　立 ﾆｲﾎﾞﾘ ﾀﾂﾙ 30-178 和光市諏訪２－１ 国立病院機構　埼玉病院 351-0102 048-462-1101


