
埼玉県北部地域保健医療・地域医療構想協議会 (R2.10.26) 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 備考 

3条1号 

医師会 

1 小林 敏宏 熊谷市医師会 会長 会長 

2 髙橋 茂雄 本庄市児玉郡医師会 会長 副会長 

3 福島 悦雄 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 (欠席) 

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 牛島 裕陽 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 中里 範子 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 草間 芳樹 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 今野 慎 （中村信一委員代理）社会医療法人熊谷総合病院 副院長（熊谷市医師会） (代理) 

14 鈴木 和喜 医療法人鈴木外科病院 院長（本庄市児玉郡医師会）  

15 佐々木 敏行 医療法人社団優慈会佐々木病院 院長（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 薗部 光一 医療法人三光会そのべ病院 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  

県立病院 20 栁澤 勉 埼玉県立循環器・呼吸器病センター病院長  

3条1号 
病院団体 21 清水 暢裕 医療法人啓清会関東脳神経外科病院 院長 (欠席) 

看護協会 22 柿澤 由紀子 深谷赤十字病院看護部長  

3条2号 保険者協議会 
23 岸 和弘 全国健康保険協会埼玉支部レセプトグループ長  

24 田沼 亨 深谷市市民生活部次長兼保険年金課長  

3条6号 
子育て支援団体 25 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 26 岩崎 和子 深谷市食生活改善推進員協議会 会長  

 

 

 

 

 

 

市町 

 

27 小林 教子 熊谷市市民部長  

28 岡野 美香 本庄市保健部長  

29 新井 進 深谷市福祉健康部長 (欠席) 

3条3号 30 黒田 真理子 美里町保健センター長  

 31 森 由光 神川町保険健康課長  

  32 及川 慶一 上里町健康保険課長  

  33 仙波 知明 寄居町健康福祉課長  

 消防本部 34 橋本 政佳 熊谷市消防本部消防長  

      



      

3条6号 公募委員 35 加藤 英明 公募委員（熊谷市在住）  

3条5号 保健所 
36 中島 守 埼玉県熊谷保健所長  

37 遠藤 浩正 埼玉県本庄保健所長  

地域医療構想アドバイザー 

 所  属 職 氏  名 備 考 

 1 一般社団法人埼玉県医師会 理事 齊藤 正身  

関係機関（議事関連） 

 所  属 職 氏  名 備 考 

 1 
熊谷外科病院 

副部長兼総務課長  岡島 信陽  

 2 部長補佐  高瀬 健  

関係機関（その他） 

 所  属 職 氏  名 備 考 

 1 熊谷市消防本部 警防課長 須藤 弘之  

 2 児玉郡市広域消防本部 警防課課長補佐 原 雄司  

 3 深谷市消防本部 救急管理係長 倉上 正  

 4 深谷市保健センター 所長 野口 加代子  

事務局 

 所  属 職 氏  名 備 考 

1 
保健医療政策課 

副課長 嶋田 和敏  

2 主査 片岡 浩一  

3 

医療整備課 

主幹 福田 智樹  

4 主査 菅原 和徳  

5 主査 工藤 一郎  

6 高齢者福祉課 主幹 小暮 徹  

7 
本庄保健所 

担当部長 島田 和典  

8 主事 髙橋 茉那  

9  

 

 

熊谷保健所 

副所長 坂下 正道  

10 副所長 桜井 文子  

11 副所長 木村 浩利  

12 担当部長 堀口 嘉男  

13 担当課長 島田 宗紀  

14 担当課長 井桁 智子  

15 主事 滝本 亜美  

（敬称略） 


