
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 受講番号 所在地 所属医療機関名 〒 電話番号
青笹　季文 ｱｵｻｻ ｽｴﾌﾐ 01-001 久喜市上早見４１８－１ 新久喜総合病院 346-8530 0480-26-0033
秋濱　示江 ｱｷﾊﾏ ﾄｷｴ 01-002 熊谷市別府３－１７０ 秋浜医院 360-0856 048-533-0150
浅野　学 ｱｻﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 01-004 さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１４ 望星病院 330-0075 048-834-0291
天野　芙美 ｱﾏﾉ ﾌﾐ 01-005 栃木県下野市小金井２－４－３ 小金井中央病院 329-0414 0285-44-7000
新井　勝人 ｱﾗｲ ｶﾂﾋﾄ 01-006 久喜市久喜中央３－７－１０ あらい胃腸科皮フ科クリニック 346-0003 0480-29-2266
新井　恵子 ｱﾗｲ ｹｲｺ 01-007 所沢市小手指町２ー１３７９ はらこどもクリニック 359-1141 04-2926-4333
有田　圭介 ｱﾘﾀ ｹｲｽｹ 01-009 川口市木曽呂１３１７ 埼玉協同病院 333-0831   048-296-4771 
安東　克征 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾕｷ 01-010 川口市芝３－７－１２ 安東病院 333-0866 048-266-2611
安藤　正 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 01-011 さいたま市中央区鈴谷２－７１７－１ 安藤クリニック 338-0013 048-795-8908
飯沼　敏朗 ｲｲﾇﾏ ﾄｼｵ 01-012 さいたま市中央区本町東２－７－２３ さくらそう診療所 338-0003 048-855-3960
石川　靖子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ 01-014 桶川市若宮１－４－５２　埼北ＳＳビル３Ｆ アベル内科クリニック 363-0022 048-787-5411
磯久　一郎 ｲｿﾋｻ ｲﾁﾛｳ 01-016 吉川市関２２６－１ 磯久クリニック 342-0053 048-984-2211
今井　和子 ｲﾏｲ ｶｽﾞｺ 01-018 杉戸町杉戸３－１１－１ 今井病院 345-0036 0480-32-0065
岩井　淳浩 ｲﾜｲ ｱﾂﾋﾛ 01-019 鶴ヶ島市新町２－２３－３ 染井クリニック 350-2227 049-285-8974
岩前　成紀 ｲﾜﾏｴ ｼｹﾞﾉﾘ 01-021 深谷市上柴町西５－８－１ 深谷赤十字病院 366-0052   048-571-1511 
上野　直之 ｳｴﾉ ﾅｵﾕｷ 01-022 東松山市松山町２－５－１３ 上野クリニック 355-0018 0493-22-1019
歌田　貴仁 ｳﾀﾀﾞ　ﾖｼﾋﾄ 01-023 戸田市新曽２２３５ライフコート２F 歌田乳腺・胃腸クリニック 335-0021 048-441-0080
内田　党央 ｳﾁﾀﾞ ｸﾐﾁｶ 01-024 川越市鴨田１９８１ 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 049-228-3400
内田　義人 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 01-025 毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医科大学病院 350-0495 049-276-1198
大島　伸浩 ｵｵｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01-026 行田市持田３－１５－２３ 行田ふれあいクリニック 361-0056 048-555-1155
大島　耕史 ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ 01-027 狭山市柏原３１６１－３５４　狭山ニュータウン４４－１ 柏原診療所 350-1335 04-2953-2881
大島　忠 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 01-028 さいたま市中央区新都心１－５ さいたま赤十字病院 330-8553 048-852-1111
岡戸　英之 ｵｶﾄﾞ　ﾋﾃﾞﾕｷ 01-031 さいたま市中央区本町東２－１２－５ 岡戸医院 338-0003 048-840-1450
岡本　日出数 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01-032 川口市幸町３－１０－３ 益子病院附属透析クリニック 332-0016 048-240-3850
小川　哲史 ｵｶﾞﾜ  ｻﾄｼ 01-033 狭山市入間川４－１５－２５ 石心会さやま総合クリニック 350-1305 04-2900-2700
荻野　直己 ｵｷﾞﾉ ﾅｵﾐ 01-034 桶川市下日出谷９５４－５ ベニバナファミリークリニック 363-0025 048-787-0002
尾崎　隆彦 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋｺ 01-035 伊奈町本町１－２８９－１ 尾崎内科クリニック 362-0804 048-720-1701
小澤　直行 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 01-036 本庄市北堀１７８０ 本庄総合病院 367-0031 0495-22-6111
小野田　茂雄 ｵﾉﾀﾞ ｼｹﾞｵ 01-037 加須市下三俣１７９０－１ 埼玉医療生活協同組合　加須ふれあいクリニック 347-0007 0480-61-8561
尾見　秀敏 ｵﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 01-038 熊谷市宮前町１－１３５－２ 熊谷福島病院 360-0045 048-525-2522
柿沼　知義 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓﾖｼ 01-039 羽生市南４－７－２６ 柿沼クリニック 348-0053 048-561-0241
桂　英之 ｶﾂﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 01-040 さいたま市緑区三室２４６０ さいたま市立病院 336-8522 048-873-4111 
加藤　まゆみ ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ 01-041 さいたま市緑区三室２４６０ さいたま市立病院 336-8522 048-873-4111
加藤　良郎 ｶﾄｳ ﾖｼﾛｳ 01-043 川越市中台１－８－６ 医療法人社団関心会　関本記念病院 350-1151   049-241-0300 
門野　源一郎 ｶﾄﾞﾉ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 01-044 熊谷市中西４－５－１　 熊谷総合病院 360-8567　 048-521-0065
金井　宏之 ｶﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 01-045 越谷市赤山町５－１０－１８ 医療法人社団　聖心会　十全病院 343-0807 048-964-7377
叶澤　聡 ｶﾉｳｻﾞﾜ ｻﾄｼ 01-046 ふじみ野市緑ヶ丘２－１１－１ 叶澤医院 356-0043 049-262-3050
鴨下　憲和 ｶﾓｼﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 01-047 上里町七本木５５７４ けやきクリニック 369-0306 0495-35-3500
川原林　伸昭 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ01-048 行田市持田３７６ 行田総合病院 361-0056 048-552-1111
北澤　奈々絵 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅｴ 01-050 三郷市鷹野４－４９４－１ みさと健和病院 341-8555 048-955-7171
北角　嘉徳 ｷﾀｽﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ 01-051 越谷市赤山町２－２３５－１ きたずみ内科クリニック 343-0807 048-962-1517
北濱　眞司 ｷﾀﾊﾏ ｼﾝｼﾞ 01-052 川越市川鶴２－１１－１ 川鶴プラザクリニック 350-1176 049-298-5188
北原　慎太郎 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 01-053 さいたま市南区文蔵１ー１６ー８ 北原クリニック 336-0025 048-865-8622
北村　均 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 01-054 上尾市緑丘３－５－２８　シンワ緑丘ビル１Ｆ 医療法人慈秀会　上尾アーバンクリニック 362-0015 048-778-1929
木村　暁史 ｷﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 01-055 伊奈町小室７８０ 埼玉県立がんセンター 362-0806 048-722-1111
木村　恭彰 ｷﾑﾗ ﾔｽｱｷ 01-056 秩父市桜木町８－９ 秩父市立病院 368-0025 0494-23-0611
行德　芳則 ｷﾞｮｳﾄｸ ﾖｼﾉﾘ 01-057 越谷市南越谷２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 343-8555 048-965-1111 
草場　亮輔 ｸｻﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 01-059 松伏町築比地４２０ 埼玉筑波病院 343-0102 048-992-3151
久志本　櫻 ｸｼﾓﾄ ｻｸﾗ 01-060 川口市並木４－６－６ 医療法人　刀水会　齋藤記念病院 332-0034 048-252-8762
窪内　洋一 ｸﾎﾞｳﾁ ﾖｳｲﾁ 01-062 さいたま市北区土呂町１－２６－３ くぼうち内科クリニック 331-0804 048-793-7768
粂川　真里 ｸﾒｶﾜ ﾏﾘ 01-063 川口市戸塚２－２３－６ 医療法人東峰会　粂川内科医院 333-0811   048-294-6833 
郡司　良夫 ｸﾞﾝｼﾞ ﾖｼｵ 01-065 川越市山田３７５－１ 医療法人康正会総合クリニック 350-0822 049-223-5711
康　浩一 ｺｳ ｺｳｲﾁ 01-066 上尾市壱丁目461-1 こしきや内科リウマチ科クリニック 362-0046 042-782-4861
河野　喜男 ｺｳﾉ ﾖｼｵ 01-067 東松山市沢口町８－６ 河野整形外科内科クリニック 355-0004 0493-22-8331
河野　貴文 ｺｳﾉ ﾀｶﾌﾐ 01-068 東松山市松本町１－５－２０ 河野医院 355-0014 0493-22-3056
河野　守男 ｺｳﾉ ﾓﾘｵ 01-069 東松山市神明町１－１５－１０ 東松山医師会病院 355-0021 0493-22-2822
古敷谷　淳 ｺｼｷﾔ ｱﾂｼ 01-070 所沢市北野新町１－９－７ 小手指医院 359-1155 04-2949-3118
小島　和人 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 01-071 本庄市北堀８１０ 岡病院 367-0031 0494-24-8821
五島　文恵 ｺﾞｼﾏ ﾌﾐｴ 01-072 さいたま市桜区西堀８－４－１ 医療法人社団　栄寿会　林病院 338-0832 048-855-5511
後藤　英介 ｺﾞﾄｳ ｴｲｽｹ 01-073 久喜市久喜東２－３５－５ 県西在宅クリニック久喜駅前 346-0016 0480-53-6738
小林　万寿夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｽｵ 01-074 行田市富士見町２－１７－１７ 行田中央総合病院 361-0021   048-553-2000 
今　紀子 ｺﾝ ﾉﾘｺ 01-075 上尾市仲町１－８－３３ 藤村病院 362-0035 048-776-1111
近藤　祐子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 01-076 富士見市西みずほ台１－１－１ みずほ台サンクリニック 354-0018 049-255-3929
坂田　亨 ｻｶﾀ ﾄｵﾙ 01-077 久喜市伊坂１８５７－１ さかた内科クリニック 349-1121 0480-55-2390
坂本　竜二 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 01-078 狭山市入間川２－３７－２０ 埼玉石心会病院 350-1305 04-2953-6611
佐々木　喜一 ｻｻｷ ｷｲﾁ 01-079 蓮田市蓮田２０６１ 医療法人心喜会　蓮田外科 349-0115   048-764-1141 
佐藤　晋 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 01-080 さいたま市大宮区天沼町１－１４７ 佐藤内科外科医院 330-0834 048-641-5257
佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01-081 入間市宮寺２４１７ 医療法人一晃会　小林病院 358-0014 04-2934-5121
塩原　雄二郎 ｼｵﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 01-082 深谷市上柴町西６－１９－１０ おおしまクリニック 366-0052 048-575-0007
篠　興太 ｼﾉ ｺｳﾀ 01-083 戸田市上戸田５－１４－７ 篠医院 335-0022 048-442-3221
霜村　昌彦 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 01-086 さいたま市緑区東浦和４－８－２ しもむら内科クリニック 336-0926 048-876-0111
杉村　文昭 ｽｷﾞﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 01-088 新座市北野２－１４－８ 北野病院 353-0007 048-481-1621
須郷多　秀夫 ｽｺﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 01-089 三郷市鷹野４－４９４－１ みさと健和病院（みさと健和クリニック） 341-0035   048-955-7171 
鈴木　章一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 01-091 宮代町須賀１３０２－１ 医療法人章敬会　鈴木医院 345-0831 0480-37-1500
瀬尾　章 ｾｵ ｱｷﾗ 01-092 さいたま市浦和区岸町４－２３－８ 医療法人鎌田医院 330-0064 048-829-2077
関山　達彦 ｾｷﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 01-093 さいたま市桜区上大久保884 西部総合病院 338-0824　 048-854-1111　
薗部　光一 ｿﾉﾍﾞ ｺｳｲﾁ 01-094 本庄市千代田３－４－２ そのべ病院 367-0054   0495-21-2171 
高橋　一哲 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 01-097 さいたま市北区宮原町２－２２－１２ 高橋クリニック 331-0812 048-662-2777
髙橋　公一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 01-098 三郷市中央１－４－１３ みさと中央クリニック 341-0038 048-953-5300
高橋　志保子 ﾀｶﾊｼ ｼﾎｺ 01-099 さいたま市北区宮原町２－２２－１２ 高橋クリニック 331-0812 048-662-2777
竹内　康人 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾄ 01-101 東京都北区赤羽北３－４－６ 竹内医院 115-0052 03-3907-1909
竹並　和之 ﾀｹﾅﾐ ｶｽﾞﾕｷ 01-102 さいたま市大宮区桜木町１－２６６－１２　２F 竹並クリニック 330-0854 048-641-7770
竹並　麗 ﾀｹﾅﾐ ｳﾗﾗ 01-103 北本市下石戸下５１１－１ 北本共済病院 364-0023 048-591-7111
武正　寿明 ﾀｹﾏｻ ﾄｼｱｷ 01-104 加須市中樋遣川１７４５－１ 武正医院 347-0008 0480-69-1057
田代　興一 ﾀｼﾛ ｺｳｲﾁ 01-105 川口市木曽路１３１７ 埼玉協同病院 333-0831 048-296-4771
舘山　松男 ﾀﾃﾔﾏ ﾏﾂｵ 01-106 幸手市東３－１－５ 幸仁会　堀中病院 340-0114   0480-42-2081
田中　健丈 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞｮｳ 01-107 秩父市桜木町８－９ 秩父市立病院 368-0025 0494-23-0611
丹波　静香 ﾀﾝﾊﾞ ｼｽﾞｶ 01-109 朝霞市仲町２－２－３８アウステル１Ｆ 朝霞駅東口たんば内科クリニック 351-0006 048-450-2211 
丹波　淳哉 ﾀﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 01-110 朝霞市仲町２－２－３８アウステル１Ｆ 朝霞駅東口たんば内科クリニック 351-0006 048-450-2211 
土屋　一成 ﾂﾁﾔ ｲｯｾｲ 01-111 和光市中央１－４－１ （株）本田技術研究所和光健康管理センター 351-0193 048-462-5063
藤間　泰 ﾄｳﾏ ﾔｽｼ 01-112 熊谷市末広２－１３７ 藤間病院 360-0031   048-522-0600 
時任　史聡 ﾄｷﾄｳ ﾌﾐｱｷ 01-113 さいたま市緑区大門１９４１－１ ときとうクリニック 336-0963 048-878-6411
富永　一則 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 01-114 神川町新里３６７－２ 富永クリニック 367-0232   0495-77-0762 
巴　雅威 ﾄﾓｴ ﾏｻｲ 01-115 狭山市北入曽４５７－３ ともえクリニック 350-1315 04-2957-9105
中沢　哲也 ﾅｶｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 01-116 三郷市鷹野４－４９４－１ みさと健和病院 341-8555   048-955-7171 
長澤　博 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 01-117 さいたま市南区辻４－７－５ 長澤内科医院 336-0026   048-863-1211 
中村　靖幸 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 01-118 さいたま市南区根岸３－３－１０　ディアハイツⅢ１Ｆ 中村クリニック 336-0024 048-836-2888
南雲　信 ﾅｸﾞﾓ ﾏｺﾄ 01-119 上里町七本木三田３４８２－１ 上里内科クリニック 369-0306   0495-33-8823 
並里　まさ子 ﾅﾐｻﾄ ﾏｻｺ 01-120 所沢市中富１０３７－１ おうえんポリクリニック 359-0002 04-2990-5818
西島　樹重 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀﾂｼｹﾞ 01-121 所沢市東狭山ヶ丘１－２７－２０ 西島消化器・内科クリニック 359-1106 04-2923-0005
西山　敬二 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｼﾞ 01-122 新座市野火止５－１－３８ 新座西山内科眼科クリニック 352-0011 048-202-1112

令和元年度埼玉県肝炎医療研修会受講者一覧     　研修会開催日：R1.11.3

※この一覧表は、令和元年度に開催しました「埼玉県肝炎医療研修会」の受講者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 受講番号 所在地 所属医療機関名 〒 電話番号
根本　孝 ﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 01-123 さいたま市西区宝来１５３８ 田中クリニック 331-0074 048-622-6885
野原　惇 ﾉﾊﾗ ｱﾂｼ 01-125 熊谷市久保島１７８５－２ くぼじまクリニック 360-0831 048-533-7511
野原　ともい ﾉﾊﾗ ﾄﾓｲ 01-126 熊谷市久保島１７８５－２ くぼじまクリニック 360-0831 048-533-7511
野村　将春 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 01-127 川口市東本郷９３７－７ 新郷中央診療所 334-0063 048-284-1100
箱島　明 ﾊｺｼﾏ ｱｷﾗ 01-128 越谷市谷中町４－２５－５ 医療法人康麗会　越谷誠和病院 343-0856 048-966-2711
初瀬　一夫 ﾊﾂｾ ｶｽﾞｵ 01-129 狭山市広瀬東３－１４－３ 前田病院 350-1320 04-2953-5522
服部　昭夫 ﾊｯﾄﾘ ｱｷｵ 01-130 さいたま市南区別所５－６－１２ 服部外科胃腸科医院 336-0021 048-862-3799
服部　公昭 ﾊｯﾄﾘ ｷﾐｱｷ 01-131 さいたま市南区鹿手袋２－２２－１０ 服部外科付属メディカルスクエア 336-0031 048-872-1799
花尻　和幸 ﾊﾅｼﾞﾘ ｶｽﾞﾕｷ 01-132 新座市堀ノ内２－９－３１ 堀ノ内病院 352-0023 048-481-5168
原田　章 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 01-134 越谷市蒲生茜町１９－６グランディール１階 蒲生クリニック 343-0843 048-988-7766
原田　雅義 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 01-135 入間市豊岡１－１３－３ 原田病院 358-0003   04-2962-1251 
半田　敦史 ﾊﾝﾀﾞ ｱﾂｼ 01-136 秩父市中村町３－６－２４ 特定医療法人俊仁会　介護老人保健施設　うらら 368-0051 0494-27-0250
肥田　泰 ﾋﾀﾞ ﾕﾀｶ 01-137 さいたま市浦和区北浦和５－１０－７ 浦和民主診療所 330-0074 048-832-6172
平田　文子 ﾋﾗﾀ ﾌﾐｺ 01-138 熊谷市肥塚４－２０５ 平田クリニック 360-0015 048-526-1171
平田　嘉幸 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾕｷ 01-139 川口市芝下１－１２－３　エスポワール１００ ひらた内科・在宅クリニック 333-0848 048-471-9997
比留間　晴彦 ﾋﾙﾏ ﾊﾙﾋｺ 01-141 熊谷市中西４－５－１　 熊谷総合病院 360-8567 048-521-0065
広瀬　健一 ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ 01-142 八潮市八條２８４０－１ 医療法人社団州山会　広瀬病院 340-0801 048-995-6371
廣瀬　哲也 ﾋﾛｾ ﾃﾂﾔ 01-143 川越市新富町２－４－３ （医）ひろせクリニック 350-0043 049-222-1199
廣瀬　恒 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 01-144 所沢市緑町２－１４－７ 医療法人社団光城会　ひろせクリニック 359-1111   04-2920-2111 
福田　定男 ﾌｸﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 01-145 川口市南鳩ケ谷１－９－６ フクダクリニック 334-0013   048-282-6000 
古堅　章 ﾌﾙｶﾀ ｱｷﾗ 01-147 富士見市鶴馬１９６７－１ イムス富士見総合病院 354-0021   049-251-3060
VELASQUEZ  GERMANﾍﾞﾗｽｹｽ ﾍﾙﾏﾝ 01-148 朝霞市宮戸３－８－２ あおば台診療所 351-0031 048-474-5270
北條　暁久 ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｷﾋｻ 01-149 川口市川口６－９－４８ 医療法人　健寿会　北條胃腸科外科 332-0015 048-256-7731
細田　泰雄 ﾎｿﾀﾞ ﾔｽｵ 01-150 和光市諏訪２－１ 国立病院機構　埼玉病院 351-0102 048-462-1101
松井　温彦 ﾏﾂｲ ｱﾂﾋｺ 01-153 熊谷市宮町２－６０ 松井医院 360-0041 048-522-1680
松村　聡 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｼ 01-154 朝霞市仲町１－２－３１ 上野胃腸科 351-0006 048-461-6565
松本　都 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾔｺ 01-155 さいたま市北区宮原町１－８５１ さいたま北部医療センター 331-8625 048-663-1671
松本　篤 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 01-156 三郷市鷹野４－４９４－１ みさと健和病院 341-8555 048-955-7171 
松本　博成 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 01-158 さいたま市岩槻区本町３－４－１８ 岩槻内科胃腸科 339-0057   048-790-1188 
丸山　元孝 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄﾀｶ 01-159 坂戸市薬師町１１－２９ 医療法人　丸山内科クリニック 350-0229 049-289-2610
三浦　邦治 ﾐｳﾗ ｸﾆﾊﾙ 01-160 さいたま市緑区三室２４６０ さいたま市立病院 330-8522 048-873-4111
水野　寿一 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼｶｽﾞ 01-162 狭山市入間川２－３７－２０ 埼玉石心会病院 350-1305 04-2953-6611
三村　治美 ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾐ 01-163 八潮市南川崎845番地 医療法人社団協友会　八潮中央総合病院 340-0814 048-996-1131 
宮内　邦浩 ﾐﾔｳﾁ ｸﾆﾋﾛ 01-164 上尾市上２０－８ あげお在宅医療クリニック 362-0001 048-783-5801
宮崎　英史 ﾐﾔｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 01-165 ふじみ野市上福岡１－１４－４６中商ビル１Ｆ 元気クリニック上福岡 356-0004 049-256-8088
宮原　庸介 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳｽｹ 01-167 深谷市上原１０４４－２ みやはらクリニック 369-1109 048-583-7076
村上　規子 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｺ 01-170 熊谷市中西４－５－１　 熊谷総合病院 360-8567　 048-521-0065 
村山　直弘 ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 01-171 東松山市東平２０８１－７ 村山内科小児科クリニック 355-0002 0493-39-3483
柳田　俊之 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01-173 越谷市越ヶ谷１－１０－１９ 医療法人 吉村胃腸科クリニック 343-0813 048-963-2100
山崎　達雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｵ 01-174 草加市中央２－４－１１ 山崎クリニック 340-0016 048-924-1375
山本　健一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01-175 八潮市南川崎845番地 八潮中央総合病院 340-0814 048-996-1131
横田　司 ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 01-176 春日部市緑町５－９－４ 春日部中央総合病院 344-0063 048-736-1221
吉田　守男 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾘｵ 01-177 東松山市御茶山町１－５ 吉田産婦人科内科医院 355-0022 0493-24-1002
渡辺　淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 01-180 八潮市南川崎845番地 医療法人社団協友会　八潮中央総合病院 340-0814 048-996-1131 
秋田　治之 ｱｷﾀ ﾊﾙﾕｷ 01-181 深谷市西島町２－１６－１ 医療法人社団優慈会　佐々木病院 366-0824   048-571-0242 
友利　勇大 ﾄﾓﾘ ﾕｳｷ 01-182 毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医科大学病院 350-0495 049-276-1111
清水　淑子 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｺ 01-183 新座市堀ノ内２－９－３１ 堀ノ内病院 352-0023 048-481-5168
玉城　厚 ﾀﾏｷ ｱﾂｼ 01-185 三郷市釆女１－８２ 医療法人一城会　一城クリニック 341-0011 048-957-3501
松井　真理子 ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 01-186 熊谷市中西４－５－１　 熊谷総合病院 360-8567　 048-521-0065
三浦　教子 ﾐｳﾗ ﾀｶｺ 01-187 富士見市下南畑３１６６ 三浦病院 354-0004 049-254-7111


