
氏名 修了番号 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

江草　弘志 医第03-2001号 EAファーマ株式会社 事務 104-0042 東京都中央区入船２－１－１ 080-3258-1737

相川　弓子 医第03-2002号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005

川口　千明 医第03-2003号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005

小池　弘美 医第03-2004号 青木病院 看護部 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005

阿久津　健太 医第03-2005号 上尾中央総合病院 看護師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111

木村　真依子 医第03-2006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

小宮山　英幸 医第03-2007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

島﨑　沙由香 医第03-2008号 上尾中央総合病院 臨床工学技士 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111

鈴木　朋子 医第03-2009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

田名見　里恵 医第03-2010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

中島　麟 医第03-2011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

山崎　真理子 医第03-2012号 上尾中央総合病院8A病棟 病棟看護師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111

鈴木　博美 医第03-2014号 新井病院 臨床検査技師 346-0003 久喜市久喜中央２－２－２８ 0480-21-0070

中濵　由利子 医第03-2015号 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

駒井　理絵 医第03-2016号 上野胃腸科 看護師 351-0006 朝霞市仲町１－２－３１ 048-461-6565

三宅　大地 医第03-2017号 大谷記念病院 薬剤師 363-0001 桶川市加納字宮ノ脇２２１６ 048-728-2411

塙　友輔 医第03-2018号 かしわざ中央薬局 薬剤師 362-0075 上尾市柏座１－１０－１３ 048-783-4532

星野　名穂 医第03-2019号 かしわざ中央薬局 薬剤師 360-0075 上尾市柏座１－１０－１３ 048-783-4532

青木　康暢 医第03-2020号 春日部市役所 准看護師・健康運動実践指導者 344-8577 春日部市中央６－２ 048-736-1111

岩本　猛住 医第03-2021号 春日部市立医療センター 臨床検査技師 344-8588 春日部市中央６－７－１ 048-735-1261

清水　陽平 医第03-2022号 春日部市立医療センター 臨床検査技師 344-8588 春日部市中央６－７－１ 048-735-1261

橋口　恵子 医第03-2023号 春日部市立医療センター 臨床検査技師 344-8588 春日部市中央６－７－１ 048-735-1261

山口　舞 医第03-2024号 春日部中央総合病院 薬剤師 344-0063 春日部市緑町５－９−４ 048-736-1221

山本　雄介 医第03-2025号 騎西病院 臨床検査技師 347-0102 加須市日出安１３１３－１ 0480-73-3311

大友　千穂 医第03-2026号 北里大学メディカルセンター 看護師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212

恩曽　仁美 医第03-2027号 行田総合病院 看護師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111

冨田　耕平 医第03-2028号 行田総合病院 臨床検査技師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111

原　誠則 医第03-2029号 行田総合病院 臨床検査技師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111

矢菅　奈織子 医第03-2030号 行田総合病院 看護師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111

押田　直人 医第03-2122号 熊谷総合病院 事務 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065

大嶋　陽子 医第03-2031号 熊谷総合病院 看護師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065

亀山　枝里 医第03-2032号 熊谷総合病院 診療放射線技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065

大嶋　由加里 医第03-2033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

上森　めぐみ 医第03-2034号 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

令和3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：R3.11.28

この一覧表は、「令和3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名等が変更になることもございますので、あらかじめご承知ください。
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齋藤　美有紀 医第03-2035号 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

齋藤　奈緒 医第03-2036号 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

橋本　恵美子 医第03-2037号 公平病院 看護師 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

藤田　恵利佳 医第03-2038号 公平病院 医療秘書 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

増田　千紘 医第03-2039号 公平病院 医師事務作業補助者 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

望月　夏子 医第03-2040号 こうゆうクリニック 看護師 335-0021 戸田市新曽１９３５－３　Ｆ．Ａｚａｌｅａ　１Ｆ 048-290-8832

石井　千晴 医第03-2041号 越谷市立病院 臨床検査技師 343-8577 越谷市東越谷１０－４７－１ 048-965-2221

石井　直美 医第03-2042号 越谷市立病院  臨床検査科 臨床検査技師 343-8577 越谷市東越谷１０－３２ 048-965-2221

成島　まり子 医第03-2043号 木の実薬局 薬剤師 352-0022 新座市本多１－３－９ 048-480-0177

長谷川　匡史 医第03-2044号 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

中田　規代 医第03-2045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

宮地　宏美 医第03-2046号 済生会栗橋病院 事務 349-1105　 久喜市小右衛門７１４－６ 0480-52-3611

井上　彩子 医第03-2047号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3499

今瀬　貴子 医第03-2048号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3498

車田　知夏 医第03-2049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

佐藤　麻由 医第03-2050号 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

鈴木　宏和 医第03-2051号 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 049-228-3400

関根　和江 医第03-2052号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3499

高田　雅代 医第03-2053号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3520

野呂　光恵 医第03-2054号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3500

伏見　範子 医第03-2055号 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 049-228-3543

前沢　皓亮 医第03-2056号 埼玉医科大学総合医療センター メディカルアシスタント 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3498

森本　真宗 医第03-2057号 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 049-228-3543

渡邊　剛 医第03-2058号 埼玉医科大学総合医療センター　中央検査部 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3499

渡邉　裕樹 医第03-2123号 埼玉医科大学総合医療センター 臨床検査技師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3498

佐藤　里沙 医第03-2059号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111

田山　智美 医第03-2060号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1279

土肥　有里 医第03-2061号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1289

深田　愛 医第03-2062号 埼玉医科大学病院 臨床検査技師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-2035

堀口　さやか 医第03-2063号 埼玉医科大学病院 管理栄養士 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1457

松岡　優 医第03-2064号 埼玉医科大学病院 臨床検査技師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1434

柳瀬　久美子 医第03-2065号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111

名古　元貴 医第03-2125号 埼玉協同病院 事務 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 0570-00-4771

牧野　太一 医第03-2066号 埼玉協同病院 薬剤師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 0570-00-4771

渡辺　汐里 医第03-2067号 埼玉協同病院 臨床検査技師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 0570-00-4771

齋藤　美由紀 医第03-2068号 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

安田　卓矢 医第03-2069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

伏見　千嘉 医第03-2070号 斎藤記念病院 看護師 332-0034 川口市並木４－４－６ 048-252-8762
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髙師　さゆり 医第03-2071号 彩の国東大宮メディカルセンター 臨床検査技師 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 048-665-6114

米山　舞子 医第03-2072号 彩の国東大宮メディカルセンター 薬剤師 331-8577 さいたま市北区土呂町１５２２ 048-665-6111

米津　陵一 医第03-2073号 坂戸中央病院 薬剤師 350-0233 坂戸市南町３０－８ 049-283-0019

木村　千穂 医第03-2074号 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

木村　峰子 医第03-2075号 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

林　孝子 医第03-2076号 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

本多　恵美 医第03-2077号 秀和総合病院 事務（医師事務作業補助者） 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

斉藤　江美子 医第03-2079号 赤心堂病院 看護師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

清水　清美 医第03-2080号 赤心堂病院 看護師 350-1123 川越市脇田本町２５－１９ 049-242-1181

関根　沙智子 医第03-2081号 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

西本　ルリ子 医第03-2082号 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

数土　万里子 医第03-2083号 全国健康保険協会　埼玉支部 管理栄養士 330-8686 さいたま市大宮区錦町６８２－２ＪＡＣＫ大宮１６Ｆ 048-658-5915

杉原　拓光 医第03-2084号 大日本住友製薬株式会社 会社員 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮ＭＴビル６Ｆ 048-649-7011

入澤　純一 医第03-2124号 戸田中央総合病院 管理栄養士 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

土田　美由紀 医第03-2085号 戸田中央総合病院 事務（内視鏡技師） 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

畠山　朋樹 医第03-2086号 戸田中央総合病院 薬剤師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

石川　弘人 医第03-2087号 獨協医科大学埼玉医療センター 薬剤師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111

一戸　利恵 医第03-2088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

小関　紀之 医第03-2089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

坂上　洋子 医第03-2090号 獨協医科大学埼玉医療センター 薬剤師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111

瀧沢　義教 医第03-2091号 獨協医科大学 埼玉医療センター 臨床検査部 臨床検査技師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111

田中　好美 医第03-2092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

富田　順子 医第03-2093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

保坂　樹里 医第03-2094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

牧岡　舞 医第03-2095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

松井　由紀 医第03-2096号 獨協医科大学埼玉医療センター 看護師 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ 048-965-1111

山口　裕巳 医第03-2097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

緒方　久江 医第03-2098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

神田　なつき 医第03-2099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

鹿田　徹 医第03-2100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

伊東　伶子 医第03-2101号 国立病院機構　西埼玉中央病院 薬剤師 359-1151 所沢市若狭２－１６７１ 04-2948-1111

今井　芳 医第03-2102号 国立病院機構　西埼玉中央病院 薬剤師 359-1151 所沢市若狭２－１６７１ 04-2948-1111

北條　真未 医第03-2103号 はとがや病院 薬剤師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890

黒澤　江津子 医第03-2104号 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

斉藤　由美子 医第03-2105号 ふじクリニック 看護師 344-0067 春日部市中央１－８－１３ 048-754-5331

渡辺　敦子 医第03-2106号 ふじクリニック 看護師 344-0067 春日部市中央１－８－１３ 048-754-5331

加藤　奈々子 医第03-2107号 防衛医科大学校病院 看護師 359-8513 所沢市並木３－２ 04-2995-1511

土屋　貴絵 医第03-2108号 防衛医科大学校病院 臨床検査技師 359-0042 所沢市並木３－２ 04-2995-1511



氏名 修了番号 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

蓮見　美幸 医第03-2109号 防衛医科大学校病院 臨床検査技師 359-8513 所沢市並木３－２ 04-2995-1511

久保　明 医第03-2110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 03-3268-3111

間中　愛美 医第03-2111号 益山クリニック 看護師 340-0111 幸手市北３－１－３ 0480-40-5511

髙橋　綾子 医第03-2112号 三郷中央総合病院 臨床検査技師 341-8526　 三郷市中央４－５－１ 048-953-1321

市川　淳子 医第03-2113号 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321

三宅　祐衣子 医第03-2114号 武蔵台病院 薬剤師 350-1254 日高市久保２７８－１２ 042-982-2222

小山　高広 医第03-2115号 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

風間　健美 医第03-2116号 メディカルトピア草加病院 臨床検査技師 340-0028 草加市谷塚１－１１－１８ 048-928-3111

安河内　はつみ 医第03-2117号 吉川中央総合病院 臨床検査技師 342-0056 吉川市平沼１１１ 048-982-8311

山下　文子 医第03-2118号 医療法人蒼龍会若葉内科クリニック 臨床工学技士 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５－１ 049-298-5308

山﨑　奨太郎 医第03-2119号 わかば薬局 薬剤師 362-0067 上尾市中分１－１２－１ 048-781-0042

浅野　真由美 医第03-2120号 戸越パーククリニック 看護師 142-0042 東京都品川区豊町６－１０－４　西豊ビル１Ｆ 03-3784-1054



修了番号 氏名 所属機関名 職種 郵便番号 所在地 電話番号

地第03-2001号 江草　弘志 EAファーマ株式会社 事務 104-0042 東京都中央区入船２－１－１ 080-3258-1737

地第03-2002号 鈴木　彰徳 あすか製薬株式会社 会社員 330-0081 さいたま市中央区新都心５－２ 048-6645-9151

地第03-2003号 辻永　健一 株式会社エムエス物流 運送業 347-0023 加須市北辻１４１－１ 0480-76-0801

地第03-2004号 青木　康暢 春日部市役所 准看護師・健康運動実践指導者 344-8577 春日部市中央６－２ 048-736-1111

地第03-2007号 上森　めぐみ 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

地第03-2008号 齋藤　美有紀 公平病院 医療秘書部 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030

地第03-2009号 近藤　美紀 川越市保健所 保健師 350-1104 川越市小ヶ谷８１７－１ 049-229-4126

地第03-2011号 田山　智美 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1579

地第03-2012号 吉川　加織 埼玉医科大学病院 メディカル・アシスタント 350-0495 毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1579

地第03-2013号 臼杵　建一 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

地第03-2014号 大瀬良　公平 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

地第03-2015号 甲賀　輝明 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

地第03-2016号 鈴木　和彦 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

地第03-2017号 若狭　宣昭 全国健康保険協会　埼玉支部 事務 330-8686 さいたま市大宮区錦町６８２－２ＪＡＣＫ大宮１６Ｆ 048-658-5918

地第03-2018号 杉原　拓光 大日本住友製薬株式会社 会社員 330-0802 さいたま市大宮区宮町２－３５大宮ＭＴビル６Ｆ 048-649-7011

地第03-2019号 丸岡　貴信 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

地第03-2020号 三原　洋子 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

地第03-2021号 久保　明 防衛装備庁 行政事務 162-8860 東京都新宿区市谷本村町５－１ 03-3268-3111

地第03-2022号 原　美里 前川地域包括支援センター 保健師 333-0842 川口市前川３－４－５ 048-485-8118

地第03-2023号 伊藤　聖美 増木工業株式会社 企業事務 352-0011 新座市野火止３丁目１０番７号 048-477-2007

地第03-2024号 川井　雪美 増木工業株式会社 建設業 352-0011 新座市野火止３丁目１０番７号 048-477-2007

地第03-2026号 安庭　由唯 毛呂山町保健センター 保健師 350-0436 毛呂山町川角３０５－１ 049-294-5511

地第03-2027号 山口　茂 山口労務相談事務所 社会保険労務士 180-0014 東京都武蔵野市関前３－４－１１ アビタシオン武蔵野２０３号 090-8497-2440

地第03-2028号 舟橋　光江 障害者支援施設　山鳩よりい 事務員 369-1204 寄居町藤田３２２－１ 048-581-5868

令和3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：R3.11.28

この一覧表は、「令和3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名等が変更になることもございますので、あらかじめご承知ください。


