
修了番号 名前 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

医第02-1001号 栗田　圭将 上尾中央総合病院 事務職 362-8588　 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111

医第02-1002号 田辺　竜也 上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック 臨床工学技士 362-0075 上尾市柏座１－１０－２ 048-772-0089

医第02-1003号 中村　翼 上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック 臨床工学技士 362-0075 上尾市柏座１－１０－２ 048-772-0089

医第02-1004号 田原　康祐 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721

医第02-1005号 平原　可奈 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721

医第02-1006号 江草  弘志 EAファーマ株式会社 事務 330-0854 東京都中央区入船2-1-1 048-640-3616

医第02-1007号 寺本　卓矢 いちょう薬局　 薬剤師 333-0802 川口市戸塚東4-26-29 048-291-9125

医第02-1008号 中濵　由利子 いちょう薬局川口戸塚東店 薬剤師 333-0802 川口市戸塚東4-26-29 048-291-9125

医第02-1009号 阿蘇　拡樹 イムス三芳総合病院 薬剤師 354-0041 三芳町藤久保９７４－３ 049-258-2323

医第02-1010号 三富　裕子 大城クリニック 看護助手 351-0031 朝霞市本町２－３－８ 048-463-1575

医第02-1011号 星野　名穂 かしわざ中央薬局 薬剤師 360-0075 上尾市柏座1-10-13 048-783-4532

医第02-1012号 栗原　啓佑 かしわざ中央薬局 薬剤師 360-0075 上尾市柏座1-10-13 048-783-4532

医第02-1014号 塙　友輔 かしわざ中央薬局 薬剤師 362-0075 上尾市柏座1-10-13 048-783-4532

医第02-1015号 山本　雄介 騎西病院 臨床検査技師 347-0102 加須市日出安１３１３－１ 0480-73-3311

医第02-1016号 酒井　泰孝 ギリアド・サイエンシズ株式会社 MR 100-6616
東京都千代田区丸の内１－９－２
グラントウキョウサウスタワー16階

03-6837-0055

医第02-1017号 石川　佳未 熊谷総合病院 医療クラーク 360-8567　 埼玉県熊谷市中西4-5-1 048-521-0065

医第02-1018号 柴﨑　貴子 熊谷総合病院 医療クラーク 360-8567　 埼玉県熊谷市中西4-5-1 048-521-0065

医第02-1019号 瀧澤　律子 熊谷総合病院 医療クラーク 360-8567　 埼玉県熊谷市中西4-5-1 048-521-0065

医第02-1020号 塚田　和子 熊谷総合病院 医療クラーク 360-8567　 埼玉県熊谷市中西4-5-1 048-521-0065

医第02-1021号 安藤　富美子 けんこう薬局 薬剤師 330-0061 さいたま市浦和区常盤６－１２－１６ 048-783-4860

医第02-1022号 橋口　文子 けんこう薬局 薬剤師 330-0061 さいたま市浦和区常盤６－１２－１６ 048-783-4860

医第02-1023号 吉原　美也子 けんこう薬局 薬剤師 330-0061 さいたま市浦和区常盤６－１２－１６ 048-783-4860

医第02-1024号 舘野　鮎美 康正会総合クリニック 臨床検査技師 350-0822 川越市山田３７５－１ 049-224-2711

医第02-1025号 吉川　諒一 康正会病院 臨床検査技師 350-8588 埼玉県川越市山田320ー1 049-223-5711

医第02-1026号 奥田　素礼優 公平病院 医療機関職員 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

医第02-1027号 齋藤　奈緒 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

医第02-1028号 藤田　恵利佳 公平病院 医療秘書 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

令和2年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会　修了者名簿   研修会開催日：R2.11.3

※この一覧表は、「令和２年度埼玉県肝炎医療コーディネーター研修会」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。



修了番号 名前 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

医第02-1029号 関根　貴之 済生会川口総合病院 薬剤師 332-8558 川口市西川口５－１１－５ 048-253-1551 

医第02-1030号 金子　亜由美 済生会川口総合病院 医療秘書 332-8558 川口市西川口５－１１－５ 048-253-1551 

医第02-1031号 高松　葵 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411

医第02-1032号 森本　真宗 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411

医第02-1033号 佐々木　実緒 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411

医第02-1034号 佐藤　麻由 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411

医第02-1035号 伏見　範子 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411

医第02-1036号 井相田　侑香 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1198

医第02-1037号 島田 仁美 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1198

医第02-1038号 西澤　秀行 埼玉医科大学病院 臨床工学技士 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1198

医第02-1039号 深田　愛 埼玉医科大学病院 臨床検査技師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1198

医第02-1041号 松村　俊希 埼玉医科大学病院 薬剤師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1198

医第02-1042号 関　春花 埼玉協同病院 医療ソーシャルワーカー 333-0831 川口市木曽呂1317番地 048-296-4771

医第02-1043号 齋藤　美由紀 さいたま市立病院 臨床検査技師 336-8522 さいたま市緑区三室２４６０ 048-873-4111

医第02-1044号 徳江 里咲 さいたま赤十字病院 医師事務作業補助者 330-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111

医第02-1045号 忍足　奈緒美 埼玉石心会病院 医師事務作業補助者 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611

医第02-1046号 髙須　準一 埼玉石心会病院 医療事務 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611

医第02-1047号 渡邉　剛士 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

医第02-1048号 林　孝子 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

医第02-1049号 安田　真紀 しらさきクリニック 臨床検査技師 346-0032 久喜市久喜新1180-1　 0480-22-9900

医第02-1050号 髙橋　香織 しらさきクリニック 臨床検査技師 346-0032 久喜市久喜新1180-1 0480-22-9900

医第02-1051号 金子 正美 赤心堂病院 看護師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

医第02-1052号 清水　清美 赤心堂病院 看護師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

医第02-1053号 阿部　裕明 赤心堂病院 臨床検査技師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

医第02-1054号 関根　沙智子　 赤心堂病院 臨床検査技師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

医第02-1055号 西本 ルリ子 赤心堂病院 臨床検査技師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

医第02-1056号 北條　麻衣 戸田中央総合病院　臨床検査科 臨床検査技師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

医第02-1057号 宮下　真実 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

医第02-1058号 寺本　いずみ 虎の門病院 看護師 105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 03-3560-7672

医第02-1059号 松原　礼矢子 虎の門病院 看護師 105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 03-3560-7672

医第02-1061号 北條　真未 はとがや病院 薬剤師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890

医第02-1062号 西木　萌恵 深谷赤十字病院 薬剤師 366-0052 深谷市上柴町西５－８－１ 048-571-1511

医第02-1063号 深野　恵子 吹上共立診療所 看護師 369-0121 鴻巣市吹上富士見3-1-19 048-548-3865



修了番号 名前 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

医第02-1064号 阿部　恵美子 福島労災病院 臨床検査技師 973-8403　 福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地 0246-26-1111

医第02-1065号 柿沼　美香 ふじクリニック 看護師 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1066号 金子　博子 ふじクリニック 医療事務 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1067号 白石　貴子 ふじクリニック 医療事務 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1068号 中山　留美 ふじクリニック 事務 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1069号 野口　早苗 ふじクリニック 准看護師 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1070号 佐野　李枝 ふじクリニック 医療事務 344-0067 春日部市中央1-8-13 048-754-5331

医第02-1071号 人見　かおり 防衛医科大学校病院 看護師 359-8513  所沢市並木３－２ 04-2995-1511

医第02-1072号 小山　高広 武蔵嵐山病院 臨床検査技師 355-0077 東松山市上唐子１３１２－１ 0493-81-7700

医第02-1073号 上手　沙織 八潮中央総合病院 臨床検査技師 340-0814 八潮市南川崎845番地 048-996-1131 

医第02-1074号 菊池　亜莉沙 八潮中央総合病院 臨床検査技師 340-0814 八潮市南川崎845番地 048-996-1131 

医第02-1075号 大倉　舞 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 049-298-5308

医第02-1076号 佐藤　亜衣 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 049-298-5308

医第02-1077号 中野　智広 若葉内科クリニック 臨床工学技士 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 049-298-5308

医第02-1078号 藤川　飛鳥 若葉内科クリニック 臨床工学技士 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 049-298-5308

医第02-1079号 宮﨑　真一 若葉内科クリニック 臨床工学技士 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５番地１ 049-298-5308

医第02-1080号 高橋　みづき 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

※所属先五十音／修了番号順


