
東海北陸支部

2018年7月25日現在

勤務先県 氏 名 施設名

岐阜県 安藤 秀人 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

井口 由美子 岐阜県立下呂温泉病院

伊佐次 範也 岐阜県立多治見病院

石原 勲矢 松波総合病院

市原 幸代 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

伊東 徹 大垣徳洲会病院

伊藤 法人 船戸クリニック

伊藤 義信 ぎふ綜合健診センター

稲垣 秀司 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

猪野 敬英 可児とうのう病院

衣斐 弘光 羽島市民病院

今井 信輔 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院

今井 仁志 坂下病院

入澤 猛 ききょうの丘健診プラザ

岩見 有由美 ぎふ綜合健診センタ−

上村 真 白鳥病院

打田 賢 ききょうの丘健診プラザ

楳田 雄 岐阜医療科学大学

大久保 久司

太田 明宏 JA岐阜厚生連 中濃厚生病院

大塚 浩平 ぎふ綜合健診センター

大平 栄里子 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

大矢 幸男 JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院

小川 創 ぎふ綜合健診センター

奥村 功 JA岐阜厚生連 久美愛病院

奥村 泰志

小栗 達彦

尾関 裕一 JA岐阜厚生連 岐北厚生病院

籠橋 隆司 国民健康保険 上矢作病院

金澤 聖子 ぎふ綜合健診センター

可児 和也 総合保健センター

上谷 恭平 ぎふ綜合健診センタ−

亀井 靖 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

亀山 泰信 平岡医院

川崎 光弘 可児とうのう病院

川島 孝英 ぎふ綜合健診センター

河田 有弘

川地 俊明 大垣市民病院

北川 秀樹 ききょうの丘健診プラザ 

桐山 香奈子 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院

胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

※法人格は掲載しておりません
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岐阜県 桐山 彩季 岐阜医療科学大学

葛谷 泰行 可児とうのう病院

栗山 彩乃 ききょうの丘健診プラザ

恋田 弘美 中津川市民病院

纐纈 和人 下呂市立金山病院

河村 雅健 岐阜赤十字病院

小嶋 征泰 ききょうの丘健診プラザ

小林 早苗 多治見市民病院

小森 竜太 西美濃厚生病院

斎藤 崇徳 ぎふ綜合健診センター

齋藤 強

坂本 直之

佐々木 直芳 国民健康保険 坂下病院

三浪 伸介 操健康クリニック

柴 謙一 中津川市民病院

柴田 綾香

白木 勝彦

新名 裕子 岐阜社会保険病院

新名 康 JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院

末次 かな子 ぎふ綜合健診センター

末松 太 JA岐阜厚生連 中濃厚生病院

鈴木 義昌 関中央病院

高木 信吾 ぎふ綜合健診センター

高木 理光 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

高橋 尚宏 JA岐阜厚生連 中濃厚生病院

田口 哲也 郡上市民病院

武田 直子 総合保健センター

田中 洋 土岐市立総合病院

谷川 健 下呂温泉病院

谷川 貴廣 関ケ原病院

辻 晃子 総合保健センター

辻 理恵 JA岐阜厚生連 中濃厚生病院

坪井 隆也 下呂温泉病院

戸崎 修一 羽鳥市民病院

冨成 良太 可児とうのう病院

豊田 幸恵 JA岐阜厚生連 岐北厚生病院

中井 良則 高山赤十字病院

仲尾 洋宣 東海中央病院

中川 英明 東海中央病院

中村 華代子 朝日大学附属村上記念病院 総合健診センター
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東海北陸支部

2018年7月25日現在

勤務先県 氏 名 施設名

胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

岐阜県 中村 泰士

中村 有美 揖斐厚生病院

西田 知弘 JA岐阜厚生連 中濃厚生病院

西野 直樹 JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院

野口 晃睦 ぎふ綜合健診センター

野原 利文

橋本 智史 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

橋本 英久 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院

畑 和宏 JA岐阜厚生連 久美愛病院

羽田野 実紀 タジミ第一病院

日比 英彰 JA岐阜厚生連 揖斐厚生病院

日比野 量一

平松 達 JA岐阜厚生連 損斐厚生病院

廣瀬 加門 下呂温泉病院

深澤 基 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

福冨 良和 大垣徳州会病院

藤井 政宏 下呂温泉病院

藤倉 義文 羽島市民病院

舟渡 誠司

不破 武司

堀江 浩司 サンライズクリニック

本田 学 可児とうのう病院

松岡 貴哉 ききょうの丘健診プラザ

松野 俊一 JA岐阜厚生連 岐北厚生病院

宮木 麻規子 ぎふ綜合健診センター

三輪 正治 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院

森 誠 JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

森永 佳未

山内 香里 ききょうの丘健診プラザ

山口 登志子

山口 寛泰 岐阜赤十字病院

山下 梢 土岐市立総合病院

山田 正

山田 真梨 松波総合病院

山田 能照 岐阜市民病院

吉川 典子

吉田 功

吉村 明伸 JA岐阜厚生連 揖斐厚生病院

吉村 成雅 関中央病院

米田 美穂 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院
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岐阜県 若井 信悟 松波総合病院

和田 亮一 可児とうのう病院

渡辺 一敏

渡辺 享信 岐阜社会保険病院

渡邉 映元 JA岐阜厚生連 岐北厚生病院

静岡県 秋山 洋 伊豆保健医療センター 

朝比奈 真一 聖隷予防検診センター

渥美 政志

阿部 進 静岡済生会総合病院 

天野 仁志 中東遠総合医療センター

粟原 春雄 静岡済生会総合病院 

石原 和浩

市川 篤史 浜松医療センター

市川 和秀 共立蒲原総合病院 健康診断センター

伊藤 理沙 御成橋栄クリニック

稲垣 充 静岡赤十字病院

井上 忠之

井上 義久 静岡赤十字病院

井畑 陽子 静岡県予防医学協会

今井 厚夫 すずかけセントラル病院

今村 駿 聖隷健康診断センター

内田 千絵 浜松労災病院

内田 知宏 JA静岡厚生連 遠州病院

榎本 沙緒里 三島総合病院

岡村 隆次 錦野クリニック

小木曽 弘康

小澤 正実 JA静岡厚生連 静岡厚生病院

小田 敦子

加藤 和幸

門内 恵 聖隷沼津健康診断センター

岸 俊夫 東海検診センター

鬼頭 叔子 静岡県済生会総合病院

木下 智美 ふじの町クリニック・健診センター

窪野 久行 JA静岡厚生連 遠州病院

熊野 宏晴 静岡済生会総合病院

榑松 文孝 市立島田市民病院

小泉 雅廣 浜松南病院

小林 史典 共立蒲原総合病院健康診断センター

駒場 潤 浜松医療センター

齋藤 忍 聖隷予防検診センター
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静岡県 齋藤 龍典 総合病院聖隷浜松病院

佐々木 明日香 聖隷健康診断センター

佐々木 昌俊 浜松赤十字病院

佐藤 慎祐 浜松南病院

佐野 充 聖隷沼津健康診断センター

清水 健司 賀茂医師会

杉崎 由美子 浜松医療センター

杉本 鈴 芹沢病院

鈴木 敦 共立蒲原総合病院

芹澤 和彦 三島総合病院 

高橋 さやか 聖隷健康診断センター

高山 雄一

田川 均 静岡赤十字病院

巧 好雄

辰巳 麻梨子

谷崎 雪絵 聖隷予防検診センター

坪内 秀生 聖隷沼津健康診断センター

永島 暁人 静岡済生会総合病院

永田 剛 市立御前崎総合病院

中司 政章

中村 晃道 十全記念病院

中村 英明 静岡済生会総合病院

中村 洋介 三島総合病院

中山 裕崇

中山 雅巳 市立御前崎総合病院

西浦 巧一 市立御前崎総合病院

野寄 ひろみ

疋野 奈央子 聖隷予防検診センター

平出 麻紀 聖隷健康診断センター

平野 昌弘 聖隷健康診断センター

平野 裕子 聖隷沼津病院

福田 光記 静岡赤十字病院

藤池 悟 聖隷沼津健康診断センター

古橋 彩那 浜松とよおか病院

蒔田 鎮靖 藤枝市立総合病院

増田 千晶 聖隷健康サポートセンターShizuoka

三浦 篤 静岡市立静岡病院

宮崎 文考 静岡県結核予防会 

三輪 則夫 静岡済生会総合病院 

村瀬 昌希 聖隷健康サポートセンターShizuoka
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静岡県 村松 俊幸 掛医療センター

村松 晴仁 聖隷健康診断センター

望月 尚子 桜ヶ丘病院

望月 英紀 静岡県産業労働福祉協会

山崎 洋和 聖隷沼津健康診断センター

山城 寛 中東遠総合医療センター

山田 鎌太郎 静岡県予防医学協会

山中 礼奈 聖隷健康診断センター

山村 大輔 聖隷予防検診センター

横山 敦也 聖隷予防検診センター

和田 健 浜松南病院

愛知県 青山 知里 健康支援センタ− ウェルポ

新居 貢 名古屋セントラルクリニック

荒木 一彦 豊田地域医療センター

荒木 真美 光生会病院

荒武 夏江 健康支援センタ− ウェルポ

安藤 直紀 オリエンタル労働衛生協会

安藤 正司 海南病院

飯田 裕二郎 デンソー

石川 一征

石川 勝則 愛知県健康づくり復興事業団

石黒 徹也 ブラザー記念病院

石原 美雪

市川 統盛 オリエンタルクリニック

伊藤 公一 公立陶生病院

伊藤 伸也 山下病院

伊藤 達也

伊藤 裕基 中京病院

伊藤 真矢

伊藤 光久 トヨタ自動車株式会社

稲葉 英彦 半田市医師会健康管理センター

井野 貴博

井野 由珠 大雄会ルーセントクリニック

井上 芳範 マリンクリニック

今井 美保 メドック健康クリニック

今尾 仁 愛知厚生連 江南厚生病院

芋田 哲子 東海病院

岩瀬 悠希 岡崎市医師会

植野 里美 名古屋セントラル病院

遠藤 慎士 JA愛知厚生連 江南厚生病院
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愛知県 大久保 友恵

大島 暑四

大島 猛 名古屋徳洲会総合病院

大島 正義 デンソー

大島 美里

太田 直宏 済衆館病院

大當 泰次

大前 誠 名古屋逓信病院

岡 薫 井上病院

岡本 隆広

尾崎 久美子 岡崎市医師会 公衆衛生センター

小田 博一

織田 裕一 総合大雄会病院

小田 幸政 半田市医師会 健康管理センター

折田 順子 名古屋セントラル病院

梶浦 昌人

片岡 孝司 愛知厚生連 渥美病院

勝矢 綾香 マリンクリニック

加藤 久美子 健康支援センタ−ウェルポ

加藤 賢 岡崎市医師会

加藤 貴彦

加藤 久勝 豊田地域医療センター

加藤 裕也 オリエンタルクリニック

加藤 満 株式会社デンソー

金井 沙耶香 春日井市健康管理事業団

金田 強 名古屋東栄クリニック

加納 健次 一里山・今井病院

神谷 望 岡崎市医師会 

川合 陽子 平林移動集団検診所

川口 浩司 ブラザー記念病院

河村 依久子 名古屋セントラルクリニック

神崎 央貴 公立西知多総合病院

北川 等 名古屋逓信病院

葛嶋 康祐 総合大雄会病院

久保 竜司 国際セントラルクリニック

倉品 直希 岡崎市医師会

黒木 誠司 岡崎市医師会

小嶋 裕典 デンソー

後藤 孝之 岡崎市医師会 公衆衛生センター

後藤 哲也 豊田健康管理クリニック
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愛知県 後藤 吉孝 マリンクリニック

小西 哲也 豊田厚生病院

小林 秀行 半田市医師会健康管理センター

小松 裕和 一宮西病院

齋藤 亮史

酒井 勝美

酒井 裕之 愛知集団健診協会

坂田 久明 光生会病院

佐々木 孝夫 八千代病院

佐藤 秀樹 ニットーメディカルシステムズ

佐藤 正博 ATグループ診療所ドック健診センター

佐藤 美嘉代 足助病院

澤野 誠 東海記念病院

篠田 慎吾 JAあいち健診センター

柴田 英輝 豊田厚生病院

島田 亜裕美 JA愛知厚生連 安城更生病院

島田 泰樹 愛知厚生連 渥美病院

末松 誠司

菅野 幸則 光生会病院

杉浦 慎太郎 岡崎市医師会公衆衛生センター

杉本 豪視

鈴木 健氏 トヨタ自動車株式会社

鈴木 靖明 愛知健康増進財団

袖垣 寿人 株式会社デンソー

高崎 順子 東海病院

高瀬 正也 渡辺病院

高橋 英美

髙橋 利好 JAあいち健診センター 

高橋 祐史 豊田地域医療センター

高宮 浩一 トヨタ記念病院

高村 則宏 八千代病院

宅間 弘幸 社会保険中京病院

谷川 剛直

柘植 栄治 江南厚生病院

辻本 和也 あらかわ医院

鶴田 由美子

寺本 宗正 JA愛知厚生連 渥美病院

寺山 英臣 大雄会 ルーセントクリニック

遠矢 祐希子 豊田厚生病院

巴山 みえ 豊田厚生病院

※法人格は掲載しておりません
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愛知県 鳥居 公二 岡崎市医師会 公衆衛生センター

永井 孝洋 半田市医師会健康管理センター

中島 勉 愛知県健康づくり振興事業団

中島 智代 あらかわ医院

中村 加奈子 トヨタ記念病院

中村 逸人 デンソー

中村 浩 JA愛知厚生連 渥美病院

夏目 和助

成瀬 隆行 名古屋掖済会病院

成瀬 豊

新美 貴士 デンソー

丹羽 哲也 トヨタ記念病院

丹羽 実香 大雄会ルーセントクリニック

則竹 隆広 総合大雄会病院

長谷川 よし江 愛知県健康づくり振興事業団

羽根田 武男 豊田厚生病院

早川 英 デンソー

平野 実 愛知厚生連足助病院

深津 友郁子

深見 和彦 高田内科クリニック

福田 智都 済衆館病院

藤城 めぐみ 新城市民病院

筆谷 拓 江南厚生病院

古屋 美保 名古屋東栄クリニック

星川 高範 愛知県健康づくり振興事業団

本多 一磨 公立陶生病院

本多 隆幸 株式会社デンソー

前田 潤 聖霊病院

前田 秀明 毎日ドクター

牧野 美浩 JA愛知厚生連 安城更生病院

増田 好輝 刈谷豊田総合病院 高浜分院

間瀬 貴文 名古屋セントラルクリニック

松井 優幸 公立陶生病院

松尾 佐夜佳

松岡 勲実 聖霊病院

松下 喜敬 豊田厚生病院

三浦 良憲 半田市医師会健康管理センター

宮口 達也 岡崎市医師会

宮崎 靖之 総合病院南生協病院

宮村 美由樹 名古屋市職員共済組合

※法人格は掲載しておりません
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愛知県 村木 美代子

村瀬 和久 中野胃腸病院

村瀬 幸彦 オリエンタル労働衛生協会

村田 美紀 岡崎市医師会 公衆衛生センター

村田 幹仁 ひまわりクリニック

村松 健 岡崎市医師会公衆衛生センター

村松 世規 名古屋徳洲会総合病院

本山 薫 NTT西日本東海病院

森 章浩 JA江南厚生病院

森 則久 春日井市総合保健医療センター

森 麻友 名古屋公衆医学研究所

八尾 美代子 名古屋セントラル病院

簗瀬 潤 豊田地域医療センター

矢野 哲也 岡崎市医師会

矢野 みちこ

矢野 洋次 公衆保健協会

山内 修 豊田地域医療センター

山本 雄太 総合犬山中央病院

横山 誠 東海病院

横山 昌隆 公立西知多総合病院

吉田 健太 中日病院

渡會 修 半田市医師会 健康管理センター

三重県 安藤 勉 ヨナハ総合病院

飯田 喜朗 フェニックス健診クリニック

生田 徹 三重県健康管理事業センター

池田 華奈子 三重大学医学部附属病院

磯部 好孝 四日市社会保険病院

伊藤 誠 四日市羽津医療センター

今井 剛 ヨナハ総合病院

岩崎 哲也 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院

植田 浩充 上野総合市民病院

上西 暁 三重県健康管理事業センター

大石 陽生 TTC医療グループ 津健康クリニック

大川 めぐみ

大島 沙耶 鈴鹿回生病院

大西 修 鈴鹿中央総合病院

小栗 浩二 鈴鹿回生病院 

落合 嘉平 鈴鹿回生病院 

加藤 武路 松阪地区医師会

北村 拓章 公益社団法人松阪地区医師会

※法人格は掲載しておりません
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三重県 草深 忠告 近畿健康管理センター 三重事業部

小塚 研司

坂上 隆行

佐藤 裕之 近畿健康管理センター

澤山 幸信 鈴鹿回生病院

四竃 明日香 三重県健康管理事業センター

芝山 裕紀 松阪中央総合病院

島岡 勝正

清水 ゆかり

杉田 和久 四日市羽津医療センター

鈴木 孝明 伊勢赤十字病院

鈴木 雄斗 松阪地区医師会

高江 真一 塩川病院

竹岡 泰子 三重県健康管理事業センター

竹岡 義訓 三重県健康管理事業センター

中田 暢尚 名張市立病院

中谷 幸広 松阪地区医師会

中西 直紀 松阪中央総合病院

西川 和美 三重県健康管理事業センター

西川 孝 四日市健診クリニック

丹羽 健二 鈴鹿回生病院

長谷川 和音

飛田 忠 四日市健診クリニック

福田 剛史 鈴鹿回生病院

藤川 久元 四日市羽津医療センター

藤原 徹 鈴鹿回生病院

古川 利弘 ヨナハ総合病院

古屋 繁 四日市羽津医療センター

前田 啓行 近畿健康管理センター 三重事業部

町田 良典 鈴鹿回生総合病院 

丸橋 千秋 三重県健康管理事業センター

宮原 明子 近畿健康管理センター

村木 真 津健康クリニック

村田 希世美 四日市健診クリニック

森田 智也 三重県健康管理事業センター

森部 聡志 四日市社会保険病院

八木 孝明 近畿健康管理センター

安田 鋭介 鈴鹿医療科学大学

山腰 均

山路 章祐 近畿健康管理センター

※法人格は掲載しておりません
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三重県 山田 隆憲

山本 憲一 松阪中央総合病院

横山 政子 三重県健康管理事業センター

吉田 亘孝

吉田 博美 JA三重厚生連 大台厚生病院

富山県 五十嵐 進 富山病院

石浦 幸成 富山県健康増進センター

金山 鎮之

川田 勝義 高岡病院

小山 卓 北陸予防医学協会

紺谷 康一 北陸予防医学協会 高岡総合健診センター

坂口 隆彦 北陸予防医学協会

作田 昌隆 富山病院

佐々木 誠 あさなぎ病院

澤田 洋 黒部市民病院

神保 江梨香 富山病院

椻下 正幸 JA富山県厚生連 滑川病院

竹田 恵美 富山県健康増進センター

田中 孝憲 北陸予防医学協会

谷川 奈巳 北陸予防医学協会

谷村 琢也 済生会高岡病院

富田 千賀子 富山赤十字病院

中谷 恒夫 JA富山県厚生連 滑川病院

野坂 敬一 北陸電力

野原 憲一郎 富山県健康増進センター

原田 淳也 高岡ふしき病院

藤本 一未 社会保険高岡病院

本田 巧 滑川病院

三吉 崇之 北陸予防医学協会

横川 元信 社会保険高岡病院

吉田 聡 北陸予防医学協会

石川県 池田 一浩 石川県予防医学協会

上田 卓也

金井 麻由香 石川県成人病予防センター

金崎 衣里 石川県成人病予防センター

北林 由佳理 石川県予防医学協会

木野 翔一 公立松任石川中央病院

古保 寿年 金沢病院

澤本 孝広

菅野 正俊 石川県予防医学協会

※法人格は掲載しておりません
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石川県 昔農 潤 石川県予防医学協会

大黒 直人 金沢病院

高瀬 悦子

達 美奈子

殿田 祐輝 石川県予防医学協会

長澤 実 石川県予防医学協会

橋爪 麻衣子

平加 保彦 やわたメディカルセンター

松本 佳那子 石川県成人病予防センター

水上 悟 石川県成人病予防センター

水口 理恵 石川県成人病予防センター

宮下 高雄 やわたメディカルセンター

福井県 磯野 宏和 福井県予防医学協会

出倉 栄美 福井県健康管理協会

伊藤 学志

上坂 大輔 福井赤十字病院

小形 和加絵 福井県健康管理協会

奥村 知己 福井勝山総合病院

片田 武彦 福井県予防医学協会

上山 高広

木谷 博之 福井厚生病院

木村 幸治 木村病院

金剛 宗孝 福井県労働衛生センター

近藤 洋司 福井県予防医学協会

塩見 康弘

清水 敦之 市立敦賀病院

坪内 啓正

手賀 大助 福井県健康管理協会

西村 宣広 福井県健康管理協会

長谷川 和久

平田 智嗣 福井県予防医学協会

松澤 洋子 福井県健康管理協会

松田 嘉文 林病院

宮川 裕康 福井県健康管理協会

山川 典子 田中病院

山川 秀昭

山崎 亮一 福井赤十字病院

吉田 裕子

和田 剛

和田 宏義

※法人格は掲載しておりません
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福井県 渡邉 哲夫

※法人格は掲載しておりません


