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第５ 参考資料 

 

 １ 秩父保健所感染症診査協議会委員    令和元年 8月 1 日現在              

氏  名 委員構成 

 石塚 史郎  医  師 

 奥野 暁子  医  師 

 佐藤 洋一  司法書士 

 

 ２ 埼玉県秩父地域保健医療・地域医療構想協議会委員   令和元年 8 月 1日現在 

氏  名 所属団体及び役職名 

 近藤 俊夫  秩父郡市医師会 会長 

 平沼 清史  秩父郡市歯科医師会 会長 

 今泉 直樹  秩父郡市薬剤師会 会長 

 勅使河原 正敏  秩父市立病院 病院長 

 内田 里華  つむぎ診療所 院長 

 西 秀夫  秩父脳外科内科クリニック 院長 

 松本 靖  秩父市保健医療部 次長兼保険年金課長 

 飯島 玲子  秩父市立病院 看護部長 

 長妻 容子  横瀬町母子愛育会 会長 

 山口 アヤ子  秩父市食生活改善推進員協議会 会長 

 浅香 貴雄  秩父市 保健医療部長 

 小泉 明彦  横瀬町 健康づくり課長 

 浅見 幸弘  皆野町 健康福祉課長 

 中畝 康雄  長瀞町 健康福祉課長 

 島﨑 健司  小鹿野町 保健課長 

 小林 幸一  秩父消防本部 消防長 

 黒澤 隆久  秩父福祉事務所 所長 

 関井 秀明  秩父保健所 所長 

 

 ３ 埼玉県秩父地域保健医療・地域医療構想協議会 地域医療構想作業部会委員 

   令和元年 8月 1日現在 

氏  名 所属団体及び役職名 

 西 秀夫  秩父郡市医師会 副会長 

 平沼 清史  秩父郡市歯科医師会 会長 
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 今泉 直樹  秩父郡市薬剤師会 会長 

 勅使河原 正敏  秩父市立病院 病院長 

 花輪 峰夫  医療法人花仁会 秩父病院 院長 

 山田 昌樹  医療生協さいたま生活協同組合 秩父生協病院 院長 

 桂 浩二  医療法人俊仁会 秩父第一病院 院長 

 本強矢 郁夫  本強矢整形外科病院 院長 

 清水 大貴  医療法人彩清会 清水病院 理事長 

 若山 昌彦  埼玉医療生活協同組合 皆野病院 院長 

 内田 望  国民健康保険町立小鹿野中央病院 院長 

 松本 靖  秩父市保健医療部 次長兼保険年金課長 

 飯島 玲子  秩父市立病院 看護部長 

 浅香 貴雄  秩父市 保健医療部長 

 小泉 明彦  横瀬町 健康づくり課長 

 浅見 幸弘  皆野町 健康福祉課長 

 中畝 康雄  長瀞町 健康福祉課長 

 島﨑 健司  小鹿野町 保健課長 

 関井 秀明  秩父保健所 所長 

 

 ４ 秩父保健医療圏（秩父保健所所管区域）難病対策地域協議会委員 

                             令和元年 8 月 1日現在              

氏  名 所属団体及び役職名 

 大久保 毅  医療法人俊仁会 秩父第一病院 副院長兼在宅診療部長  

 宍戸 美智代  秩父訪問看護ステーション 所長  

 小泉 忠弘  秩父市 障がい者福祉課 主幹  

 邉見 翔吾  横瀬町 健康づくり課 主事 

 設楽 久美子  皆野町 健康福祉課 主査 

 福島 陽子  長瀞町 健康福祉課 副主幹 

 大久保 順子  小鹿野町 保健課 主任保健師 

 宮崎 廣志  秩父公共職業安定所 統括職業指導官 

 黒沢 武徳  秩父消防本部 警防課 主席主幹 

 関井 秀明  秩父保健所 所長 
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 ５ 関係団体                       令和元年 8月 1日現在                         

 団 体 名 会長（代表者） 備 考 

 秩 父 郡 市 医 師 会  近藤 俊夫   

 秩父郡市歯科医師会  平沼 清史  

 秩父郡市薬剤師会  今泉 直樹  

 秩父保健所管内食品環境衛生協会  島田 憲明  

 秩父保健所管内狂犬病予防協会  磯田 定志  

 秩父保健所管内薬物乱用防止指導員協議会  土橋 元孝  

 秩父保健所管内調理師会  若林 富雄  

 秩父郡市精神保健福祉会  宮本 徳治  

 秩父地域保健師会  原 恵子  

 

 ６ 健康相談等日程表 

 （１）健康相談                               令和元年度 

相 談 内 容 実 施 日 受付時間 対象者等 

結核接触者健診 毎月第２月曜日  9:00～10:00 
結核患者の家族及び接触者 

（予約制） 

子どもの心の 

健康相談（医師） 
奇数月第２火曜日 13:30～15:00 （予約制） 

子どもの心の 

健康相談（心理士） 
偶数月第４金曜日 14:00～16:00 （予約制） 

ひきこもり専門相談 奇数月第１火曜日 13:30～15:00 （予約制） 

HIV・性感染症検査･

相談〔Ｂ型・Ｃ型肝炎

検査 を含む。〕 

毎月第２水曜日   9:00～10:00 （予約制） 

毎月第４火曜日  17:30～18:30 （予約制） 

 ※ 随時、電話相談も受け付けています。 

   祝日等の場合は変更又は中止することがあります。 

 

 （２）検査                                                      令和元年度 

検 査 項 目 受 付 日 受付時間 備   考 

水 質 検 査 毎月第２・４月曜日 9:00～10:00   

 ※ 祝日等の場合は実施していません。 

   翌日が祝日等の場合は、変更又は中止することがあります。 


