
名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了番号 所属医療機関等 資格等 〒 所在地 電話番号 更新
相川　弓子 ｱｲｶﾜ　ﾕﾐｺ 第30-2001号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療

新井　麻奈美 ｱﾗｲ　ﾏﾅﾐ 第30-2002号 青木病院 管理栄養士 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
川口　千明 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾁｱｷ 第30-2003号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
小池　弘美 ｺｲｹ　ﾋﾛﾐ 第30-2004号 青木病院 看護師 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療
堀越　直子 ﾎﾘｺｼ　ﾅﾎｺ 第30-2005号 青木病院 管理栄養士 367-0063 本庄市下野堂１－１３－２７ 0495-24-3005 医療

田名見　里恵 ﾀﾅﾐ　ﾘｴ 第30-2006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 医療
ホングラ　留美 ﾎﾝｸﾞﾗ　ﾙﾐ 第30-2007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 医療

山口　美雪 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾐﾕｷ 第30-2008号 小川赤十字病院 看護師 355-0397 比企郡小川町小川１５２５ 0493-72-2333 医療
安藤　航 ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 第30-2009号 北里大学メディカルセンター 薬剤師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 医療

石崎　由美 ｲｼｻﾞｷ　ﾕﾐ 第30-2010号 北里大学メディカルセンター 臨床検査技師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 医療
川村　綾子 ｶﾜﾑﾗ　ｱﾔｺ 第30-2011号 北里大学メディカルセンター 臨床検査技師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 医療
鈴木　香織 ｽｽﾞｷ　ｶｵﾘ 第30-2012号 北里大学メディカルセンター 臨床検査技師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 医療
高橋　郁子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ 第30-2013号 北里大学メディカルセンター 臨床検査技師 364-8501 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 医療
長坂　治代 ﾅｶﾞｻｶ　ﾊﾙﾖ 第30-2014号 木の実薬局 薬剤師 352-0022 新座市本多１－３－９ 048-480-0177 医療
伊藤　和重 ｲﾄｳ　ｶｽﾞｴ 第30-2015号 行田総合病院 看護師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療
恩曽　仁美 ｵﾝｿ ﾋﾛﾐ 第30-2016号 行田総合病院 看護師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療
木内　裕子 ｷｳﾁ　ﾋﾛｺ 第30-2017号 行田総合病院 薬剤師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療
冨田　耕平 ﾄﾐﾀ　ｺｳﾍｲ 第30-2018号 行田総合病院 臨床検査技師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療
原　誠則 ﾊﾗ　ﾀｶﾉﾘ 第30-2019号 行田総合病院 臨床検査技師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療

平川　恵子 ﾋﾗｶﾜ　ｹｲｺ 第30-2020号 行田総合病院 看護師 361-0056 行田市持田３７６ 048-552-1111 医療
赤瀬　ともみ ｱｶｾ　ﾄﾓﾐ 第30-2021号 熊谷総合病院 薬剤師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
石川　勝也 ｲｼｶﾜ　ｶﾂﾔ 第30-2022号 熊谷総合病院 管理栄養士 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
大根　規正 ｵｵﾈ　ﾉﾘﾏｻ 第30-2023号 熊谷総合病院 薬剤師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
末永　恵梨 ｽｴﾅｶﾞ　ｴﾘ 第30-2024号 熊谷総合病院 薬剤師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
杉田　和夫 ｽｷﾞﾀ　ｶｽﾞｵ 第30-2025号 熊谷総合病院 薬剤師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
田中　亜紀 ﾀﾅｶ　ｱｷ 第30-2026号 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療

湯本　美郁子 ﾕﾓﾄ　ﾐｶｺ 第30-2027号 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-0013 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065 医療
大嶋　由加里 ｵｵｼﾏ　ﾕｶﾘ 第30-2028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 医療
中村　尚弘 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ 第30-2029号 熊谷ディアベテスクリニック 臨床検査技師 360-0854 熊谷市玉井南１－１ 048-532-6711 医療
遠藤　茂子 ｴﾝﾄﾞｳ　ｼｹﾞｺ 第30-2030号 慶和病院 看護師 343-0041 越谷市千間台西２－１２－８ 048-978-0033 医療

橋本　恵美子 ﾊｼﾓﾄ　ｴﾐｺ 第30-2031号 公平病院 看護師 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030 医療
望月　夏子 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾅﾂｺ 第30-2032号 公平病院 看護師 335-0035 戸田市笹目南町２０－１６ 048-421-3030 医療
石井　千晴 ｲｼｲ　ﾁﾊﾙ 第30-2033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 医療

佐々木　菜緒 ｻｻｷ ﾅｵ 第30-2034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 医療
益子　恵子 ﾏｽｺ　ｹｲｺ 第30-2035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 医療
吉橋　諒 ﾖｼﾊｼ ﾘｮｳ 第30-2036号 越谷市立病院 薬剤師 343-8577 越谷市東越谷１０－４７－１ 048-965-2221 医療

和田　早苗 ﾜﾀﾞ ｻﾅｴ 第30-2037号 越谷市立病院 看護師 343-8577 越谷市東越谷１０－４７－１ 048-965-2221 医療
関根　祐介 ｾｷﾈ ﾕｳｽｹ 第30-2038号 こしきや内科リウマチ科クリニック 臨床検査技師 362-0046 上尾市壱丁目461-1 048-782-4861 医療
田口　弘子 ﾀｸﾞﾁ　ﾋﾛｺ 第30-2039号 済生会川口総合病院 事務 332-8558 川口市西川口５－１１－５ 048-253-1551 医療

平成３０年度埼玉県肝炎医療・地域コーディネーターフォローアップ研修会　修了者名簿   研修会開催日：H30.11.4

※この一覧表は、「平成３０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）」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。
　（肝炎地域コーディネーターとして更新された方もいらっしゃいます。）
　また、異動等に伴い所属医療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。



名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了番号 所属医療機関等 資格等 〒 所在地 電話番号 更新
岸　美穂子 ｷｼ　ﾐﾎｺ 第30-2040号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
小門　歩 ｺｶﾄﾞ　ｱﾕﾐ 第30-2041号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
竹澤　歩 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 第30-2042号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療

田山　智美 ﾀﾔﾏ　ﾄﾓﾐ 第30-2043号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
土肥　有里 ﾄﾞﾋ　ﾕﾘ 第30-2044号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療

堀口　さやか ﾎﾘｸﾞﾁ　ｻﾔｶ 第30-2045号 埼玉医科大学病院 管理栄養士 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
森永　江利 ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾘ 第30-2046号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療
柳沼　文子 ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾌﾐｺ 第30-2047号 埼玉医科大学病院 看護師 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 医療

稲餅　いづみ ｲﾅﾓﾁ ｲﾂﾞﾐ 第30-2048号 埼玉医科大学総合医療センター 看護師 350-8550 川越市鴨田１９８１ 049-228-3500 医療
鈴木　宏和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 第30-2049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 049-228-3500 医療
野呂　光恵 ﾉﾛ　ﾐﾂｴ 第30-2050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 医療

松尾　千賀子 ﾏﾂｵ　ﾁｶｺ 第30-2051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 医療
紺野　千代 ｺﾝﾉ ﾁﾖ 第30-2052号 埼玉協同病院 保健師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771 医療

齋藤　美由紀 ｻｲﾄｳ　ﾐﾕｷ 第30-2053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 医療
大久保　智子 ｵｵｸﾎﾞ　ﾄﾓｺ 第30-2054号 医療生協さいたま生活協同組合さいわい診療所 臨床検査技師 332-0032 川口市中青木４－１－２０ 048-251-6002 医療
小松　知子 ｺﾏﾂ　ﾄﾓｺ 第30-2055号 さいたま赤十字病院 医師事務作業補助者338-8553　 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111 医療
引地　佳枝 ﾋｷﾁ　ﾖｼｴ 第30-2056号 さいたま赤十字病院 看護師 338-8553　 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111 医療

江原　可成子 ｴﾊﾗ ｶﾅｺ 第30-2057号 埼玉石心会病院 薬剤師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
川鍋　美恵 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾖｼｴ 第30-2058号 埼玉石心会病院 薬剤師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
小林　裕美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 第30-2059号 埼玉石心会病院 看護師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療

小松﨑　美菜 ｺﾏﾂｻﾞｷ　ﾐﾅ 第30-2060号 埼玉石心会病院 薬剤師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611 医療
安田　卓矢 ﾔｽﾀﾞ　ﾀｸﾔ 第30-2061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 医療
大沢　芳水 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾐ 第30-2062号 齋藤記念病院 看護師 332-0034 川口市並木４－４－６ 048-252-8762 医療
鈴木　朋子 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓｺ 第30-2063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 医療
髙師　さゆり ﾀｶｼ ｻﾕﾘ 第30-2064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 医療

三ツ橋　美幸 ﾐﾂﾊｼ　ﾐﾕｷ 第30-2065号 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査技師 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 048-647-2111 医療
石川　弘樹 ｲｼｶﾜ　ﾋﾛｷ 第30-2066号 秀和総合病院 臨床検査技師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療
本多　恵美 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 第30-2067号 秀和総合病院 医師事務作業補助者 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療
山本　幸司 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳｼﾞ 第30-2068号 秀和総合病院 臨床検査技師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121 医療
齋藤　綾 ｻｲﾄｳ ｱﾔ 第30-2069号 白岡中央総合病院 臨床検査技師 349-0217 白岡市小久喜９３８－１２ 0480-93-0661 医療

栁瀬　麻子 ﾔﾅｾ　ｱｻｺ 第30-2070号 白岡中央総合病院 看護師 349-0217 白岡市小久喜９３８－１２ 0480-93-0661 医療
平塚　咲 ﾋﾗﾂｶ　ｻｷ 第30-2071号 草加市立病院 薬剤師 340-8560 草加市草加２－２１－１ 048-946-2200 医療

増田　怜平 ﾏｽﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ 第30-2072号 草加市立病院 薬剤師 340-8560 草加市草加２－２１－１ 048-946-2200 医療
岩本　和憲 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 第30-2073号 大日本住友製薬（株） 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 医療
杉原　拓光 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐﾂ 第30-2074号 大日本住友製薬（株） 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 医療
三木　響子 ﾐｷ ｷｮｳｺ 第30-2075号 高橋クリニック 看護師 331-0812 さいたま市北区宮原町２－２２－１２ 048-662-2777 医療
塚原　晃 ﾂｶﾊﾗ　ｱｷﾗ 第30-2076号 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 医療

山﨑　亜矢 ﾔﾏｻﾞｷ　ｱﾔ 第30-2077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 医療
小関　紀之 ｵｾﾞｷ　ﾉﾘﾕｷ 第30-2078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 医療
奥住　裕二 ｵｸﾂﾞﾐ　ﾕｳｼﾞ 第30-2079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 医療
瀧沢　義教 ﾀｷｻﾞﾜ　ﾖｼﾉﾘ 第30-2080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 医療
鹿田　徹 ｼｶﾀﾞ　ﾄｵﾙ 第30-2081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 医療

中野　美菜子 ﾅｶﾉ　ﾐﾅｺ 第30-2082号 新座志木中央総合病院 管理栄養士 352-0001 新座市東北１－７－２ 048-474-7211 医療
西村　博美 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾐ 第30-2083号 新座志木中央総合病院 看護師 352-0001 新座市東北１－７－２ 048-474-7211 医療

加藤　奈々子 ｶﾄｳ　ﾅﾅｺ 第30-2084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 医療
川口　かおり ｶﾜｸﾞﾁ　ｶｵﾘ 第30-2085号 防衛医科大学校病院 歯科衛生士 359-8513 所沢市並木３－２ 04-2995-1511 医療



名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了番号 所属医療機関等 資格等 〒 所在地 電話番号 更新
杉嵜　莉奈 ｽｷﾞｻｷ　ﾘﾅ 第30-2086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 医療

久保　明 ｸﾎﾞ　ｱｷﾗ 第30-2087号 防衛装備庁 事務 162-8870 東京都新宿区市谷本村町５－１ 03-3268-3111 医療
大西　唯 ｵｵﾆｼ　ﾕｲ 第30-2088号 よしおか内科こどもクリニック 准看護師 360-0821 熊谷市伊勢町２１２－１ 048-501-1135 医療

斉藤　幸恵 ｻｲﾄｳ　ﾕｷｴ 第30-2089号 よしおか内科こどもクリニック 看護師 360-0821 熊谷市伊勢町２１２－１ 048-501-1135 医療
吉岡　愛 ﾖｼｵｶ　ｱｲ 第30-2090号 よしおか内科こどもクリニック 看護師 360-0821 熊谷市伊勢町２１２－１ 048-501-1135 医療

安河内　はつみ ﾔｽｺｳﾁ ﾊﾂﾐ 第30-2091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 医療
井原　金光 ｲﾊﾗ　ｶﾈﾐﾂ 第30-2092号 埼玉肝臓友の会 患者 331-0053 さいたま市西区植田谷本１３７－１－２－２０１ 048-622-5338 地域
畑　俊満 ﾊﾀ ﾄｼﾐﾂ 第30-2093号 全国Ｂ型肝炎訴訟東京原告団埼玉支部 患者 330-0064 さいたま市浦和区岸町７－１２－１東和ビル４F 048-862-0355 地域

※所属先五十音／修了番号順


