
埼玉県北部地域保健医療・地域医療構想協議会 (H29.12.4) 出席者名簿 

（→ 裏面） 
 

協議会委員 

要綱 団体種別等  氏   名 団体役職名等 

３条１号 

医師会 

1 長又 則之 熊谷市医師会 会長 

2 髙橋 茂雄 本庄市児玉郡医師会 会長 

3 緒方 伸男 深谷寄居医師会 会長 

歯科医師会 

4 平井 友久 熊谷市歯科医師会 会長 

5 飯塚 能成 本庄市児玉郡歯科医師会 会長 

6 中島 章富 大里郡市歯科医師会 会長 

薬剤師会 

7 田口 實 熊谷薬剤師会 会長 

8 持田 佳以子 本庄市児玉郡薬剤師会 会長 

9 大谷 和敏 深谷市薬剤師会 会長 

３条４号 

急性期医療機関 

10 山崎 哲資 熊谷外科病院 院長（熊谷市医師会） 

11 石原 通臣 本庄総合病院 院長（本庄市児玉郡医師会） 

12 伊藤 博 深谷赤十字病院 院長（深谷寄居医師会） 

回復期医療機関 

13 清水 庸夫 関東脳神経外科病院 院長（熊谷市医師会） 

14 青木 隆志 青木病院 院長（本庄市児玉郡医師会） 

15 佐々木 優至 医療法人社団優慈会 理事長（深谷寄居医師会） 

慢性期医療機関 

16 小堀 勝充 熊谷生協病院 院長（熊谷市医師会） 

17 堀川 明 堀川病院 院長（本庄市児玉郡医師会） 

18 門倉 由幸 あねとす病院 院長（深谷寄居医師会） 

精神科病院 19 林 文明 西熊谷病院 院長 

３条１号 看護協会 20 田島 恵子 深谷赤十字病院 看護部長 

３条２号 保険者協議会 21 塚原 陽一 深谷市市民生活部保険年金課長 

３条６号 

子育て支援団体 
22 反町 いく江 熊谷市江南地区母子愛育会 会長 

23 根岸 かおり 児玉郡市子育て支援センター連絡協議会 会長 

食生活改善推進員 

協議会 

24 岩崎 和子 深谷市食生活改善推進員協議会 会長 

25 髙橋 裕子 上里町食生活改善推進員協議会 会長 

一般県民 
26 加藤 英明 公募 

27 田原 けい子 公募 

３条３号 市町 28 長谷川 和博 （熊谷市市民部長代理） 熊谷市市民部健康づくり課長 



３条３号 
市町 

29 春山 康壽 本庄市保健部長 

30 沢野 進 深谷市福祉健康部長 

31 木村 利雄 美里町住民福祉健康課長 

32 黒田 美枝子 （神川町保険健康課長代理）神川町保健センター所長 

33 山下 容二 上里町健康保険課長 

34 仙波 知明 寄居町健康福祉課長 

消防本部 35 中野 三千雄 児玉郡市広域消防本部消防長 

３条５号 保健所 
36 土屋 久幸 埼玉県熊谷保健所長 

37 小坂 高洋 埼玉県本庄保健所長 

関係機関 

 所  属 職 氏  名 備 考 

 1 
熊谷市消防本部 

警防課課長 代 克三  

 2 警防課主幹 岡 賢一  

 3 
深谷市消防本部 

警防課長 小暮 誠  

 4 警防課課長補佐 川田 崇  

 5 児玉郡市広域消防本部 警防課主幹 原 雄司  

 6 深谷市保健センター 所長 浅田 朱美  

 7 深谷赤十字病院 企画情報課長 木村 修  

事務局 

 所  属 職 氏  名 備 考 

1 
埼玉県保健医療政策課 

主幹 藤岡 廣明  

2 主査 福田 智樹  

3 
本庄保健所 

副所長 根岸 進  

4 担当部長 斉藤 信之  

5  

 

 

熊谷保健所 

副所長 川﨑 啓  

6 副所長 浅井 澄代  

7 副所長 金子 衛  

8 担当部長 田中 秀憲  

9 担当部長 荒井 栄子  

10 担当課長 根岸 邦佳  

11 主任 利根川 惇  



 


