
氏名 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
大島　桃子 ｵｵｼﾏ　ﾓﾓｺ 30-1002 あいおいクリニック 事務 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7002

落合　みどり ｵﾁｱｲ　ﾐﾄﾞﾘ 30-1003 あいおいクリニック 看護師 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7002
堀内　由紀 ﾎﾘｳﾁ　ﾕｷ 30-1004 あいおいクリニック 事務 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7002

町田　ひとみ ﾏﾁﾀﾞ　ﾋﾄﾐ 30-1005 あいおいクリニック 看護師 368-0026 秩父市相生町９－１４ 0494-26-7002
石田　洵一郎

ｲｼﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛ
ｳ

30-1006 上尾中央総合病院 薬剤師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111
上原　優喜 ｳｴﾊﾗ　ﾕｳｷ 30-1007 上尾中央総合病院 理学療法士 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111
内田　恵子 ｳﾁﾀﾞ　ｹｲｺ 30-1008 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
小池　美和 ｺｲｹ　ﾐﾜ 30-1009 上尾中央総合病院 薬剤師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111

島﨑　沙由香 ｼﾏｻﾞｷ　ｻﾕｶ 30-1010 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
寺田　師 ﾃﾗﾀﾞ　ﾂｶｻ 30-1011 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

長坂　萌由子 ﾅｶﾞｻｶ　ﾓﾕｺ 30-1012 上尾中央総合病院 薬剤師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111
中島　麟 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘﾝ 30-1013 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

蛭川　知紗 ﾋﾙｶﾜ　ﾁｻ 30-1014 上尾中央総合病院 理学療法士 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111
山中　佑也 ﾔﾏﾅｶ　ﾕｳﾔ 30-1015 上尾中央総合病院 薬剤師 362-8588 上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111
石川　純也 ｲｼｶﾜ　ｼﾞｭﾝﾔ 30-1016 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721
市川　真子 ｲﾁｶﾜ　ﾏｺ 30-1017 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721
髙橋　綾子 ﾀｶﾊｼ　ｱﾔｺ 30-1018 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721
福田　菜月 ﾌｸﾀﾞ　ﾅﾂｷ 30-1019 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721
山賀　明美 ﾔﾏｶﾞ　ｱｹﾐ 30-1020 （株）アムル 臨床検査技師 340-0808 八潮市緑町１－２３－２４ 048-997-7721

宇津木　輝男 ｳﾂｷﾞ　ﾃﾙｵ 30-1021 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
中田　みどり ﾅｶﾀ　ﾐﾄﾞﾘ 30-1022 新井病院 看護師 346-0003 久喜市久喜中央２－２－２８ 0480-21-0070
福澤　恵子 ﾌｸｻﾞﾜ　ｹｲｺ 30-1023 新井病院 看護師 346-0003 久喜市久喜中央２－２－２８ 0480-21-0070
青栁　優 ｱｵﾔｷﾞ　ﾕｳ 30-1024 上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック 看護師 362-0075 上尾市柏座１－１０－２ 048-772-0089

関根　利江子 ｾｷﾈ　ﾘｴｺ 30-1025 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
髙村　恵美子 ﾀｶﾑﾗ　ｴﾐｺ 30-1026 上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック 看護師 362-0075 上尾市柏座１－１０－２ 048-772-0089
岩本　猛住 ｲﾜﾓﾄ　ﾀｹｽﾐ 30-1027 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 ｼﾐｽﾞ　ﾖｳﾍｲ 30-1028 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
響谷　学 ﾋﾋﾞﾔ　ﾏﾅﾌﾞ 30-1029 春日部市立医療センター 薬剤師 344-8588 春日部市中央６－７－１ 048-735-1261

和田　卓嗣 ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾂｸﾞ 30-1030 春日部市立医療センター 検査技師 344-8588 春日部市中央６－７－１ 048-735-1261
山口　舞 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｲ 30-1031 ＩＭＳグループ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

杉本　真美 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾏｻﾐ 30-1032 関越病院 看護師 350-2213 鶴ヶ島市脚折１４５－１ 049-285-3161
丸山　節子 ﾏﾙﾔﾏ　ｾﾂｺ 30-1033 関越病院 看護師 350-2213 鶴ヶ島市脚折１４５－１ 049-285-3161

外山　かおり ﾄﾔﾏ　ｶｵﾘ 30-1034 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
吉田　涼平 ﾖｼﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ 30-1035 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
木元　光子 ｷﾓﾄ　ﾐﾂｺ 30-1036 行田総合病院 准看護師 361-0056 行田市持田376 048-552-1111
柿沼　宏禎 ｶｷﾇﾏ　ﾋﾛﾖｼ 30-1037 行田総合病院 薬剤師 361-0056 行田市持田376 048-552-1111
岩淵　理恵 ｲﾜﾌﾞﾁ　ﾘｴ 30-1038 行田総合病院附属クリニック 看護師 361-0056 行田市持田376 048-552-1111

小石沢　和代 ｺｲｼｻﾞﾜ　ｶｽﾞﾖ 30-1039 行田総合病院附属クリニック 看護師 361-0056 行田市持田376 048-552-1111
小山　舞 ｺﾔﾏ　ﾏｲ 30-1040 行田総合病院附属クリニック 看護師 361-0056 行田市持田376 048-552-1111

飯塚　聖奈 ｲｲﾂｶ　ﾐﾅ 30-1041 熊谷総合病院 看護師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
大嶋　陽子 ｵｵｼﾏ　ﾖｳｺ 30-1042 熊谷総合病院 看護師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
岡田　健吾 ｵｶﾀﾞ　ｹﾝｺﾞ 30-1043 熊谷総合病院 事務 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
押田　直人 ｵｼﾀﾞ　ﾅｵﾄ 30-1044 熊谷総合病院 事務 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
亀山　枝里 ｶﾒﾔﾏ　ｴﾘ 30-1045 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
岸田　博美 ｷｼﾀﾞ　ﾋﾛﾐ 30-1046 熊谷総合病院 管理栄養士 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
北　奈緒美 ｷﾀ　ﾅｵﾐ 30-1047 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
関　大輔 ｾｷ　ﾀﾞｲｽｹ 30-1048 熊谷総合病院 理学療法士 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065

髙井　理乃 ﾀｶｲ　ﾘﾉ 30-1049 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
髙橋　雄己 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ 30-1050 熊谷総合病院 理学療法士 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
高橋　里香 ﾀｶﾊｼ　ﾘｶ 30-1051 熊谷総合病院 看護師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065

中島　沙也香 ﾅｶｼﾞﾏ　ｻﾔｶ 30-1052 熊谷総合病院 理学療法士 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
長塚　由江 ﾅｶﾞﾂｶ　ﾖｼｴ 30-1053 熊谷総合病院 理学療法士 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
原尻　早苗 ﾊﾗｼﾞﾘ　ｻﾅｴ 30-1054 熊谷総合病院 臨床検査技師 360-8567 熊谷市中西４－５－１ 048-521-0065
大倉　洋子 ｵｵｸﾗ　ﾖｳｺ 30-1055 公平病院 クラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030

上森　めぐみ ｳｴﾓﾘ　ﾒｸﾞﾐ 30-1056 公平病院 クラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030
齋藤　美有紀 ｻｲﾄｳ　ﾐﾕｷ 30-1057 公平病院 クラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030
古谷　佳菜 ﾌﾙﾔ　ｶﾅ 30-1058 公平病院 クラーク 335-0035 戸田市笹目南町20-16 048-421-3030
井上　敏恵 ｲﾉｳｴ　ﾄｼｴ 30-1059 国立病院機構　西埼玉中央病院 看護師 359-1151 所沢市若狭２－１６７１ 04-2948-1111

牧田　明有美 ﾏｷﾀ　ｱﾕﾐ 30-1060 国立病院機構　西埼玉中央病院 管理栄養士 359-1151 所沢市若狭２－１６７１ 04-2948-1111
吉住　和敏 ﾖｼｽﾞﾐ　ｶｽﾞﾄｼ 30-1061 越谷誠和病院 薬剤師 343-0856 越谷市谷中町４－２５－５ 048-966-2711
竹田　明那 ﾀｹﾀﾞ　ﾊﾙﾅ 30-1062 越谷誠和病院 管理栄養士 343-0856 越谷市谷中町４－２５－５ 048-966-2711

松永　みどり ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾐﾄﾞﾘ 30-1063 木の実薬局 薬剤師 352-0022 新座市本多１－３－９ 048-480-0177
小笠原　奈美 ｵｶﾞｻﾜﾗ　ﾅﾐ 30-1064 済生会川口総合病院 看護師 332-8558 川口市西川口５－１１－５ 048-253-1551
氏原　直美 ｳｼﾞﾊﾗ　ﾅｵﾐ 30-1065 済生会栗橋病院 看護師 349-1105 久喜市小右衛門７１４－６ 0480-52-3611
菊地　宏尚 ｷｸﾁ　ﾋﾛﾀｶ 30-1066 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 049-228-3411
小勝　未歩 ｵｶﾞﾂ　ﾐﾎ 30-1067 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 049-228-3411

長谷部　愛覧 ﾊｾﾍﾞ　ｳﾗﾝ 30-1068 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 049-228-3411
山岡　恒士 ﾔﾏｵｶ　ｺｳｼﾞ 30-1069 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 049-228-3411
青山　和世 ｱｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾖ 30-1070 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
志藤　綾佳 ｼﾄﾞｳ　ｱﾔｶ 30-1071 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
白髭　美幸 ｼﾗﾋｹﾞ　ﾐﾕｷ 30-1072 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
大山　美香 ｵｵﾔﾏ　ﾐｶ 30-1073 埼玉協同病院 臨床検査技師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771
木元　麻里 ｷﾓﾄ　ﾏﾘ 30-1074 埼玉協同病院 臨床検査技師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771
小林　真弓 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏﾕﾐ 30-1075 埼玉協同病院 臨床検査技師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771
信太　美紀 ｼﾝﾀ　ﾐｷ 30-1076 埼玉協同病院 看護師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771
菅原　槙美 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾏﾐ 30-1077 埼玉協同病院 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771
原　美里 ﾊﾗ　ﾐﾘ 30-1078 埼玉協同病院 保健師 333-0831 川口市木曽呂１３１７ 048-296-4771

青木　律子 ｱｵｷ　ﾘﾂｺ 30-1079 さいたま赤十字病院 管理栄養士 338-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111
市川　尚美 ｲﾁｶﾜ　ﾅｵﾐ 30-1080 さいたま赤十字病院 管理栄養士 338-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111
杉山　知里 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾁｻﾄ 30-1081 さいたま赤十字病院 管理栄養士 338-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111
田中　明穂 ﾀﾅｶ　ｱｷﾎ 30-1082 さいたま赤十字病院 管理栄養士 338-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111

籾山　佳央里 ﾓﾐﾔﾏ　ｶｵﾘ 30-1083 さいたま赤十字病院 管理栄養士 338-8553 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111
村田　諭 ﾑﾗﾀ　ｻﾄｼ 30-1084 埼玉石心会病院 薬剤師 350-1305 狭山市入間川２－３７－２０ 04-2953-6611

大杉　綾乃 ｵｵｽｷﾞ　ｱﾔﾉ 30-1085 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
小倉　美恵子 ｵｸﾞﾗ　ﾐｴｺ 30-1086 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
川井　友美 ｶﾜｲ　ﾄﾓﾐ 30-1087 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
倉内　敦子 ｸﾗｳﾁ　ｱﾂｺ 30-1088 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781

平成３０年度埼玉県肝炎医療コーディネーター修了者名簿   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養成研修会」において、埼玉県肝炎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。



氏名 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
関根　郁子 ｾｷﾈ　ｲｸｺ 30-1089 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
棚澤　千歳 ﾀﾅｻﾞﾜ　ﾁﾄｾ 30-1090 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
丸山　千晶 ﾏﾙﾔﾏ　ﾁｱｷ 30-1091 さくら薬局春日部店 薬剤師 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地８ 048-739-3781
福島　愛弓 ﾌｸｼﾏ　ｱﾕﾐ 30-1092 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護師 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 048-647-2111
板橋　優 ｲﾀﾊﾞｼ　ﾕｳ 30-1093 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 ｷﾑﾗ　ﾐﾈｺ 30-1094 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121
武井　春奈 ﾀｹｲ　ﾊﾙﾅ 30-1095 秀和総合病院 管理栄養士 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121
野尻　百花 ﾉｼﾞﾘ　ﾓﾓｶ 30-1096 秀和総合病院 看護師 344-0035 春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121
梅田　智希 ｳﾒﾀﾞ　ﾄﾓｷ 30-1097 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
片桐　佳紀 ｶﾀｷﾞﾘ　ﾖｼﾉﾘ 30-1098 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
永山　絵理 ﾅｶﾞﾔﾏ　ｴﾘ 30-1099 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
湯浅　円香 ﾕｱｻ　ﾏﾄﾞｶ 30-1100 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
岡田　幸子 ｵｶﾀﾞ　ﾕｷｺ 30-1101 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
愛澤　梓 ｱｲｻﾞﾜ　ｱｽﾞｻ 30-1102 戸田中央総合病院 看護師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

岩下　実央 ｲﾜｼﾀ　ﾐｵ 30-1103 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
小曽根　江美 ｵｿﾞﾈ　ｴﾐ 30-1104 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
小鹿　里歩 ｺｼｶ　ﾘﾎ 30-1105 戸田中央総合病院 薬剤師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

佐野　和加奈 ｻﾉ　ﾜｶﾅ 30-1106 戸田中央総合病院 看護師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111
張　林 ﾁｮｳ　ﾘﾝ 30-1107 戸田中央総合病院 看護師 335-0023 戸田市本町１－１９－３ 048-442-1111

川内　沙織 ｶﾜｳﾁ　ｻｵﾘ 30-1108 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
児玉　小百合 ｺﾀﾞﾏ　ｻﾕﾘ 30-1109 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
米光　麻利恵 ﾖﾈﾐﾂ  ﾏﾘｴ 30-1110 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
山口　裕巳 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕﾐ 30-1111 南山堂薬局　春日部店 薬剤師 344-0067 春日部市中央６－８－４ 048-797-9577

荒木　和佳子 ｱﾗｷ　ﾜｶｺ 30-1112 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
小島　徳子 ｺｼﾞﾏ　ﾉﾘｺ 30-1113 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
柴山　貴博 ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾀｶﾋﾛ 30-1114 はとがや病院 薬剤師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890
古谷　涼子 ﾌﾙﾔ　ﾘｮｳｺ 30-1115 はとがや病院 臨床検査技師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890

間島　宇多子 ﾏｼﾞﾏ　ｳﾀｺ 30-1116 はとがや病院 臨床検査技師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890
森谷　節子 ﾓﾘﾔ　ｾﾂｺ 30-1117 はとがや病院 薬剤師 334-0003 川口市坂下町４－１６－２６ 048-282-1890

内田　麻由美 ｳﾁﾀﾞ　ﾏﾕﾐ 30-1118 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
黒澤　雅資 ｸﾛｻﾜ　ﾏｻｼ 30-1119 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
鈴木　雅恵 ｽｽﾞｷ　ﾏｻｴ 30-1120 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
田中　祐子 ﾀﾅｶ　ﾕｳｺ 30-1121 深谷赤十字病院 臨床検査技師 366-0052 深谷市上柴町西５－８－１ 048-571-1511
奈良　香織 ﾅﾗ　ｶｵﾘ 30-1122 深谷赤十字病院 看護師 366-0052 深谷市上柴町西５－８－１ 048-571-1511
野瀬　和彦 ﾉｾ　ｶｽﾞﾋｺ 30-1123 深谷赤十字病院 臨床検査技師 366-0052 深谷市上柴町西５－８－１ 048-571-1511
渡邉　奈美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅﾐ 30-1124 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

阿波連　健二 ｱﾊﾚﾝ　ｹﾝｼﾞ 30-1125 防衛医科大学校病院 薬剤師 359-8513 所沢市並木３－２ 04-2995-1511
新井　麗那 ｱﾗｲ　ﾚｲﾅ 30-1126 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321
市川　淳子 ｲﾁｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ 30-1127 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321

長澤　由香里 ﾅｶﾞｻﾜ　ﾕｶﾘ 30-1128 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321
松井　理恵 ﾏﾂｲ　ﾘｴ 30-1130 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321

松原　奈津実 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾅﾂﾐ 30-1131 三井病院 看護師 350-0066 川越市連雀町１９－３ 049-222-5321
濱田　昇一 ﾊﾏﾀﾞ　ｼｮｳｲﾁ 30-1132 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
青木　悠一 ｱｵｷ　ﾕｳｲﾁ 30-1133 薬樹薬局草加 薬剤師 340-0043 草加市草加２－２０－１１ 048-946-5251
渋谷　人美 ｼﾌﾞﾔ　ﾋﾄﾐ 30-1134 吉村胃腸科クリニック 看護師 343-0817 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 048-963-2100
古川　未佳 ｺｶﾞﾜ　ﾐｶ 30-1135 吉村胃腸科クリニック 看護師 343-0817 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 048-963-2100
内藤　敏之 ﾅｲﾄｳ　ﾄｼﾕｷ 30-1136 吉村胃腸科クリニック 薬剤師 343-0817 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 048-963-2100
藤原　郁真 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｲｸﾐ 30-1137 吉村胃腸科クリニック 看護師 343-0817 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 048-963-2100
大島　加和 ｵｵｼﾏ　ｶﾖﾘ 30-1138 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５－１ 049-298-5308

粕谷　賀津子 ｶｽﾔ　ｶｽﾞｺ 30-1139 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５－１ 049-298-5308
神田　暢子 ｶﾝﾀﾞ　ﾉﾌﾞｺ 30-1140 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５－１ 049-298-5308
鈴木　利枝 ｽｽﾞｷ　ﾘｴ 30-1141 若葉内科クリニック 看護師 350-2203 鶴ヶ島市上広谷６４５－１ 049-298-5308

※修了番号順（所属機関五十音順）


