
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了番号 所属医療機関等 職種 郵便番号 所在地 電話番号 更新
小菅　彩 ｺｽｹﾞ　ｱﾔ 医第01-2001号 あいおいクリニック 医療事務 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7001 医療
関口　里代 ｾｷｸﾞﾁ　ｻﾄﾖ 医第01-2002号 あいおいクリニック 医療事務 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7001 医療
宮前　朋子 ﾐﾔﾏｴ　ﾄﾓｺ 医第01-2003号 あいおいクリニック 医療事務 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7001 医療
相川　弓子 ｱｲｶﾜ　ﾕﾐｺ 医第01-2004号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
川口　千明 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾁｱｷ 医第01-2005号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
小池　弘美 ｺｲｹ　ﾋﾛﾐ 医第01-2006号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
堀越　直子 ﾎﾘｺｼ　ﾅﾎｺ 医第01-2007号 青木病院 管理栄養士 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
田名見　里恵 ﾀﾅﾐ　ﾘｴ 医第01-2008号 上尾中央総合病院 臨床検査技師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111 医療
蒔田　将久 ﾏｷﾀ　ﾏｻﾋｻ 医第01-2009号 上尾中央総合病院 管理栄養士 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111 医療
日高　多貴子 ﾋﾀﾞｶ　ﾀｷｺ 医第01-2010号 あさくらクリニック 看護師 351-0036 朝霞市北原２－１－３０ 048-423-8470 医療
八木澤　真由美 ﾔｷﾞｻﾜ　ﾏﾕﾐ 医第01-2011号 あさくらクリニック 看護職 351-0036 朝霞市北原２－１－３０ 048-423-8470 医療
坂本　明子 ｻｶﾓﾄ　ｱｷｺ 医第01-2012号 おおしまクリニック 看護師 366-0052 深谷市上柴町西６－１９－１０ 048-575-0007 医療
青木　康暢 ｱｵｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 医第01-2014号 春日部市役所 准看護師 344-8577 春日部市中央６－２ 048-736-1111 医療
阿部　江津子 ｱﾍﾞ ｴﾂｺ 医第01-2015号 関越病院 看護師 350-2213 鶴ヶ島市脚折１４５－１ 049-285-3161 医療
丸山　節子 ﾏﾙﾔﾏ　ｾﾂｺ 医第01-2016号 関越病院 看護師 350-2213 鶴ヶ島市脚折１４５－１ 049-285-3161 医療
北　奈緒美 ｷﾀ　ﾅｵﾐ 医第01-2017号 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
代　文子 ﾀﾞｲ ﾌﾐｺ 医第01-2018号 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
田中　亜紀 ﾀﾅｶ　ｱｷ 医第01-2019号 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
大嶋　由加里 ｵｵｼﾏ　ﾕｶﾘ 医第01-2020号 熊谷ディアベテスクリニック 看護師 360-0854 熊谷市玉井南１－１ 048-532-6711 医療
中村　尚弘 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ 医第01-2021号 熊谷ディアベテスクリニック 臨床検査技師 360-0854 熊谷市玉井南１－１ 048-532-6711 医療
上森　めぐみ ｳｴﾓﾘ　ﾒｸﾞﾐ 医第01-2022号 公平病院 メディカルクラーク 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030 医療
大倉　洋子 ｵｵｸﾗ　ﾖｳｺ 医第01-2023号 公平病院 メディカルクラーク 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030 医療
古谷　佳菜 ﾌﾙﾔ　ｶﾅ 医第01-2025号 公平病院 メディカルクラーク 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030 医療
石井　直美 ｲｼｲ　ﾅｵﾐ 医第01-2027号 越谷市立病院 臨床検査技師 343-8577 越谷市東越谷１０－３２ 048-965-2221 医療
桑原　千津香 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾁﾂﾞｶ 医第01-2028号 越谷市立病院 臨床検査技師 343-8577 越谷市東越谷１０－３２ 048-965-2221 医療
杉村　楓 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 医第01-2029号 越谷市立病院 臨床検査技師 343-8577 越谷市東越谷１０－３２ 048-965-2221 医療
吉住　和敏 ﾖｼｽﾞﾐ　ｶｽﾞﾄｼ 医第01-2031号 越谷誠和病院　 薬剤師 343-0856 越谷市谷中町４－２５－５ 048-966-2711 医療
松永　みどり ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾐﾄﾞﾘ 医第01-2032号 木の実薬局 薬剤師 352-0022 新座市本多１－３－９ 048-480-0177 医療
中田　規代 ﾅｶﾀﾞ　ﾉﾘﾖ 医第01-2033号 済生会栗橋病院 医療秘書 349-1105　 久喜市小右衛門714-6 0480-52-3611 医療
松本　和江 ﾏﾂﾓﾄ　ｶｽﾞｴ 医第01-2034号 済生会栗橋病院 准看護師 349-1105　 久喜市小右衛門714-6 0480-52-3611 医療
宮地　宏美 ﾐﾔｼﾞ　ﾋﾛﾐ 医第01-2035号 済生会栗橋病院 医療秘書 349-1105　 久喜市小右衛門714-6 0480-52-3611 医療
篠田　瑞江 ｼﾉﾀﾞ 　ﾐｽﾞｴ 医第01-2036号 埼玉医科大学総合医療センター 管理栄養士 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3457 医療
長谷部　愛覧 ﾊｾﾍﾞ　ｳﾗﾝ 医第01-2037号 埼玉医科大学総合医療センター 看護師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3584 医療
元島　洋子 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｺ 医第01-2038号 埼玉医科大学総合医療センター 管理栄養士 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3457 医療
山岡　恒士 ﾔﾏｵｶ　ｺｳｼﾞ 医第01-2080号 埼玉医科大学総合医療センター 看護師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3400 医療
奥村　志乃 ｵｸﾑﾗ　ｼﾉ 医第01-2039号 埼玉医科大学病院 臨床検査技師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1435 医療
亀岡　教雄 ｶﾒｵｶ　ﾉﾘｦ 医第01-2040号 埼玉医科大学病院 薬剤師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1453 医療
小林　千鶴 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾁﾂﾞﾙ 医第01-2041号 埼玉医科大学病院 助産師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
須田　幸子 ｽﾀﾞ　ﾕｷｺ 医第01-2042号 埼玉医科大学病院 管理栄養士 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1457 医療
土肥　有里 ﾄﾞﾋ　ﾕﾘ 医第01-2043号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-2038 医療
堀口　さやか ﾎﾘｸﾞﾁ　ｻﾔｶ 医第01-2044号 埼玉医科大学病院 管理栄養士 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1457 医療
秋山　好美 ｱｷﾔﾏ　ﾖｼﾐ 医第01-2045号 埼玉石心会病院 管理栄養士 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
安藤　恭代 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾔｽﾖ 医第01-2046号 埼玉石心会病院 臨床検査技師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
小林　保彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋｺ 医第01-2047号 埼玉石心会病院 臨床検査技師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
貞弘　朱美 ｻﾀﾞﾋﾛ　ｽﾐ 医第01-2048号 埼玉協同病院 社会福祉士 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771 医療
小松　知子 ｺﾏﾂ　ﾄﾓｺ 医第01-2050号 さいたま赤十字病院 医師事務作業補助者 338-8553　 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111 医療
中村　開 ﾅｶﾑﾗ ｶｲ 医第01-2052号 齋藤記念病院 臨床工学技士 332-0034 川口市並木４－６－６ 048-252-8762 医療
小倉　美恵子 ｵｸﾞﾗ　ﾐｴｺ 医第01-2053号 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781 医療
倉内　敦子 ｸﾗｳﾁ　ｱﾂｺ 医第01-2054号 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781 医療
棚澤　千歳 ﾀﾅｻﾞﾜ　ﾁﾄｾ 医第01-2055号 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781 医療
川野　幸世 ｶﾜﾉ　ｻﾁﾖ 医第01-2057号 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護師 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 048-647-2111 医療
齋藤　翔太 ｻｲﾄｳ　ｼｮｳﾀ 医第01-2058号 シャローム病院 臨床検査技師 355-0005 東松山市松山１４９６ 0493-25-2979 医療
吉野　尚美 ﾖｼﾉ　ﾅｵﾐ 医第01-2059号 シャローム病院 看護師 355-0005 東松山市松山１４９６ 0493-25-2979 医療
渡邉　敦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾂｺ 医第01-2060号 シャローム病院 看護師 355-0005 東松山市松山１４９６ 0493-25-2979 医療
本多　恵美 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 医第01-2061号 秀和総合病院 事務 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療
新井　聡美 ｱﾗｲ ｻﾄﾐ 医第01-2062号 秀和総合病院 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療
中島　輝一 ﾅｶｼﾞﾏ　ｷｲﾁ 医第01-2063号 秀和総合病院 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療

越川　有希子 ｺｼｶﾜ ﾕｷｺ 医第01-2066号 全国健康保険協会埼玉支部 保健師 330-8686
さいたま市大宮区錦町６８２－２
ＪＡＣＫ大宮１６Ｆ

048-658-5915 医療

岩本　和憲 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 医第01-2070号 大日本住友製薬株式会社 MR 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮MTビル6階048-649-7011 医療
杉原　拓光 ｽｷﾞﾊﾗ　ﾀｸﾐﾂ 医第01-2072号 大日本住友製薬株式会社 MR 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮MTビル6階048-649-7011 医療
逸見　知子 ﾍﾝﾐ ﾄﾓｺ 医第01-2073号 秩父病院 薬剤師 369-1874 秩父市和泉町２０番 0494-22-3022 医療
佐野　和加奈 ｻﾉ　ﾜｶﾅ 医第01-2074号 戸田中央総合病院 看護師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111 医療
塚原　晃 ﾂｶﾊﾗ　ｱｷﾗ 医第01-2075号 戸田中央総合病院 臨床検査技師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111 医療
曲田　奈津紀 ﾏｶﾞﾘﾀﾞ ﾅﾂﾞｷ 医第01-2076号 戸田中央総合病院 看護師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111 医療
瀧沢　義教 ﾀｷｻﾞﾜ　ﾖｼﾉﾘ 医第01-2078号 獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査技師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111 医療
牧岡　舞 ﾏｷｵｶ　ﾏｲ 医第01-2079号 獨協医科大学埼玉医療センター 管理栄養士 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111 医療
小関　紀之 ｵｾﾞｷ　ﾉﾘﾕｷ 医第01-2112号 獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査技師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-991-9918 医療
山口　裕巳 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕﾐ 医第01-2081号 南山堂薬局さいたま新都心店 薬剤師 330-0081 さいたま市中央区新都心４－１FSKビル１階 048-762-3786 医療
緒方　久江 ｵｶﾞﾀ　ﾋｻｴ 医第01-2082号 新座志木中央総合病院 臨床検査技師 352-0001 新座市東北１－７－２ 048-474-7211 医療
串田　なつき ｸｼﾀﾞ　ﾅﾂｷ 医第01-2083号 新座志木中央総合病院 臨床検査技師 352-0001 新座市東北１－７－２ 048-474-7211 医療
鹿田　徹 ｼｶﾀﾞ　ﾄｵﾙ 医第01-2084号 新座志木中央総合病院 薬剤師 352-0001 新座市東北１－７－２ 048-474-7211 医療
荒木　和佳子 ｱﾗｷ　ﾜｶｺ 医第01-2085号 蓮田一心会病院 臨床検査技師 349-0123 蓮田市本町３－１７ 048-764-6411 医療
小島　徳子 ｺｼﾞﾏ　ﾉﾘｺ 医第01-2086号 蓮田一心会病院 臨床検査技師 349-0123 蓮田市本町３－１７ 048-764-6411 医療
久保　明 ｸﾎﾞ　ｱｷﾗ 医第01-2107号 防衛装備庁 行政事務 162-8860 東京都新宿区市谷本村町5-1 03-5366-3111 医療
石塚　薫 ｲｼﾂﾞｶ　ｶｵﾙ 医第01-2088号 みやうち内科・消化器内科クリニック 臨床検査技師 362-0807 伊奈町寿２－１４４－４ 048-783-3751 医療
北山　ゆかり ｷﾀﾔﾏ　ﾕｶﾘ 医第01-2089号 みやうち内科・消化器内科クリニック 事務 362-0807 伊奈町寿２－１４４－４ 048-783-3751 医療
桑田　望美 ｸﾜﾀﾞ　ﾉｿﾞﾐ 医第01-2090号 みやうち内科・消化器内科クリニック 医療事務 362-0807 伊奈町寿２－１４４－４ 048-783-3751 医療
佐藤　千恵 ｻﾄｳ　ﾁｴ 医第01-2091号 みやうち内科・消化器内科クリニック 准看護師 362-0807 伊奈町寿２－１４４－４ 048-783-3751 医療
八木橋　由香 ﾔｷﾞﾊｼ ﾕｶ 医第01-2092号 みやうち内科・消化器内科クリニック 看護師 362-0807 伊奈町寿２－１４４－４ 048-783-3751 医療
山﨑　奨太郎 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 医第01-2094号 わかば薬局 薬剤師 362-0067 上尾市中分１－１２－１ 048-781-0042 医療

※所属先五十音／修了番号順

令和元年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会（フォローアップ）　修了者名簿   研修会開催日：R１.11.3
※この一覧表は、「令和元年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会（フォローアップ）」において、埼玉県肝炎医療コーディネーターの課程を修了された方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、異動等に伴い所属機関等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 修了番号 所属医療機関等 職種 郵便番号 所在地 電話番号 更新
今村　純子 ｲﾏﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｺ 地第01-2113号 春日部市第5地域包括支援センター 保健師 344-0031 春日部市一ノ割９４８－１ 048-734-7631 地域
上森　めぐみ ｳｴﾓﾘ　ﾒｸﾞﾐ 地第01-2108号 公平病院 外来クラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030 地域
古谷　佳菜 ﾌﾙﾔ　ｶﾅ 地第01-2109号 公平病院 メディカルクラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030 地域
熊谷　都子 ｸﾏｶﾞｲ　ﾐﾔｺ 地第01-2095号 越谷市立保健センター 保健師 343-0022 越谷市東大沢１－１２－１ 048-978-3511 地域
渡邊　智江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｴ 地第01-2096号 越谷市立保健センター 保健師 343-0022 越谷市東大沢１－１２－１ 048-978-3511 地域
舟橋　光江 ﾌﾅﾊﾞｼ　ﾐﾂｴ 地第01-2111号 障害者支援施設　山鳩よりい 事務 369-1204 寄居町藤田３２２－１ 048-581-5868 地域

臼杵　建一 ｳｽｷ ｹﾝｲﾁ 地第01-2098号 全国B型肝炎訴訟東京原告団埼玉県支部患者 330-0064
さいたま市浦和区岸町７－１２－１
東和ビル４階　埼玉総合法律事務所内

048-862-0355 地域

大瀬良　公平 ｵｵｾﾗ ｺｳﾍｲ 地第01-2099号 全国B型肝炎訴訟東京原告団埼玉県支部患者 330-0064
さいたま市浦和区岸町７－１２－１
東和ビル４階　埼玉総合法律事務所内

048-862-0355 地域

甲賀　輝明 ｺｳｶﾞ ﾃﾙｱｷ 地第01-2100号 全国B型肝炎訴訟東京原告団埼玉県支部患者 330-0064
さいたま市浦和区岸町７－１２－１
東和ビル４階　埼玉総合法律事務所内

048-862-0355 地域

鈴木　和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 地第01-2101号 全国B型肝炎訴訟東京原告団埼玉県支部患者 330-0064
さいたま市浦和区岸町７－１２－１
東和ビル４階　埼玉総合法律事務所内

048-862-0355 地域

畑　俊満 ﾊﾀ　ﾄｼﾐﾂ 地第01-2102号 全国薬害肝炎東京原告団 患者遺族 330-0064
さいたま市浦和区岸町７－１２－１
東和ビル４階　埼玉総合法律事務所内

048-862-0355 地域

大竹　佳絵 ｵｵﾀｹ　ﾖｼｴ 地第01-2103号 大日本住友製薬株式会社 MR 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮MTビル6階048-649-7011 地域
杉原　拓光 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐﾂ 地第01-2104号 大日本住友製薬株式会社 MR 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮MTビル6階048-649-7011 地域
丸岡　貴信 ﾏﾙｵｶ　ﾀｶﾉﾌﾞ 地第01-2105号 東レ株式会社 会社員 103-8666 東京都中央区日本橋室町２－１－１ 03-3245-8670 地域

福島　裕 ﾌｸｼﾏ　ﾕﾀｶ 地第01-2106号 (株)花友
エンバーミング
センター管理者

355-0332 小川町増尾５３２－１ 0493-72-5717 地域

※所属先五十音／修了番号順

令和元年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会（フォローアップ）　修了者名簿   研修会開催日：R１.11.3
※この一覧表は、「令和元年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会（フォローアップ）」において、埼玉県肝炎地域コーディネーターの課程を修了された方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、異動等に伴い所属機関等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。


