
関東甲信越支部

2018年7月25日現在

勤務先県 氏 名 施設名

茨城県 赤津 光広 茨城県総合健診協会

池垣 淳也 筑波メディカルセンター

石川 直隆 茨城県総合健診協会

江田 秀一 日立メディカルセンター

大石 武彦 取手北相馬保健医療センター医師会病院

大津 浩一 JAとりで総合医療センター

大塚 浩 日立製作所 日立総合病院

大坪 晋輔

岡 裕之 日立製作所 土浦診療健診センタ

岡安 啓介 茨城県メディカルセンター

小川 敏彦

小野瀬 隼 茨城県総合健診協会 県西センター

加藤 英一 友愛記念病院

金子 正則 取手北相馬保健医療センター医師会病院

釜屋 憲司 水戸済生会総合病院

川崎 光利 茨城県総合健診協会

川島 徹也 茨城県総合健診協会

河野 真一 鉾田病院

神田 吉也

菊池 正見 水戸赤十字病院

黒沼 典剛 日立総合病院

桑原 淳 茨城県メディカルセンター

小澤 篤史 日立製作所 日立総合病院

小松崎 秀文 茨城県総合健診協会

今野 孝弘

椎名 誠 JAとりで総合医療センター

嶋田 和広 茨城県総合健診協会

島田 雅彦 水戸済生会総合病院

白土 優美

鈴木 一石 茨城県総合健診協会

鈴木 由美子

砂田 博文 JAとりで総合医療センター

高野 真浩 水戸協同病院

高橋 寿夫

高山 賢 つくばシティア内科クリニック

立川 祐治

富山 芳丈 茨城県メディカルセンター

仲田 智彦 茨城県総合健診協会

永藤 康浩 つくば双愛病院

名越 武徳 霞ヶ浦成人病研究事業団

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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胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

茨城県 西木戸 理子 茨城県メディカルセンター

萩原 祐一 日立製作所 土浦診療健診センタ

八田 義憲

羽鳥 美奈 水戸済生会総合病院

林 達也 茨城保健生活協同組合 城南病院

原 好幸 つくばセントラル病院

平子 雅人

藤岡 尚 茨城県総合健診協会

藤田 法久 龍ケ崎済生会病院

弗田 里佳

松谷 花

水戸部 貴俊

三宅 由美子 筑波大学附属病院

村上 孝 茨城県総合健診協会

森井 智弘 茨城県総合健診協会

薬師寺 一成

谷津 将之 日立製作所 ひたちなか総合病院

栃木県 赤羽根 誠 うつのみや病院

秋元 郁夫 栃木県保健衛生事業団

安達 広恵 宇都宮東病院

阿部 翔吾 宇都宮病院

飯島 渉 西方病院

飯野 秀次 福田記念病院

今井 康則

岩﨑 恭平 栃木県保健衛生事業団

薄井 隆英 栃木県保健衛生事業団

遠藤 絵理子 うつのみや病院

大垣 善弘 うつのみや病院

大金 満 栃木県保健衛生事業団

大窪 英明 栃木県保健衛生事業団

大塚 幸雄 栃木県保健衛生事業団

小澤 稔子 栃木県保健衛生事業団

小澤 悠 栃木県保健衛生事業団

神尾 恵子 栃木県保健衛生事業団

亀山 雅典 宇都宮東病院

川島 利朗 宇都宮東病院

川村 新

後藤 知恵 栃木県保健衛生事業団

近藤 悟 宇都宮健康クリニック

斎藤 直樹

※法人格は掲載しておりません
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栃木県 齋藤 正利 栃木県保健衛生事業団

佐藤 文泰 宇都宮健康クリニック

佐藤 佳弘 宇都宮東病院

設楽 賢司

篠崎 利一 宇都宮東病院

下川原 孝司

鈴木 有美 栃木県保健衛生事業団

善谷 昌弘 栃木県保健衛生事業団

五月女 直行 栃木県保健衛生事業団

武田 裕貴 宇都宮東病院

竹村 哲夫 栃木県保健衛生事業団

殿岡 壯祐 佐野医師会病院

中村 好宏 栃木県保健衛生事業団

硲間 しのぶ 宇都宮市医療保健事業団 健診センター

平澤 舞 栃木県保健衛生事業団

藤田 武志 栃木県保健衛生事業団

藤本 健司 うつのみや病院

堀江 聡 栃木県保健衛生事業団

増田 英夫 栃木県保健衛生事業団

宮崎 洋志 佐野医師会病院 

室町 隆 済生会宇都宮病院

山崎 友美 宇都宮東病院

山根 律子 栃木県保健衛生事業団

渡辺 小百合 宇都宮東病院

群馬県 阿久澤 雅敏 群馬県健康づくり財団

新井 敏子

石井 千恵子

井上 恵里香

尾池 真弓 伊勢崎市民病院

岡芹 逸人 伊勢崎市民病院

笠原 理恵 日高病院

金澤 利彦

金古 努 群馬県健康づくり財団

木村 昌子 公立藤岡総合病院

小林 賢一 社会保険群馬中央総合病院

櫻井 敏男 公立藤岡総合病院

佐瀬 広和 慶友整形外科病院

佐藤 猛 群馬県健康づくり財団

三宮 瑛二朗 日本健康管理協会 北関東支部

塩原 龍彦 群馬県健康づくり財団

※法人格は掲載しておりません
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群馬県 品川 勇 群馬県健康づくり財団

菅原 幸志 日高病院

高柳 篤文 群馬県健康づくり財団

武井 晃司 黒沢病院

竹内 克行 日本健康管理協会

竹内 健二 社会保険群馬中央総合病院

千明 能訳 三愛クリニック

鳥羽 典子 日高病院

中曽根 圭佑 日本健康管理協会 北関東支部

林 克政 桐生厚生総合病院

引田 輝久 群馬県健康づくり財団

蛭川 雅秀 群馬県健康づくり財団

蛭間 渉 群馬県健康づくり財団

見留 豊久 桐生厚生総合病院

山口 透 群馬県健康づくり財団

埼玉県 浅見 純一 行田中央総合病院

新井 和久 深谷寄居医師会メディカルセンター

安保 靖彦 所沢市市民医療センター

飯田 礼子 アルシュクリニック

池田 圭介 済生会川口総合病院

石井 忠 三愛病院

石川 剛浩 羽生総合病院

石嶋 良平 深谷寄居医師会メディカルセンター

石鍋 麻実

稲津 哲治 戸田中央総合病院

上田 進也 ティーエムクリニック

海老名 博行

江森 直衛

大窪 裕和

大西 嘉奈子 戸田中央総合健康管理センター

大森 正司 さいたま赤十字病院

小笠原 洋介 埼玉県健康づくり事業団

小川 国夫

奥牧 吉隆 三愛病院

押田 奈奈子 行定病院

小田切 洋之 戸田中央総合健康管理センター

柿崎 沙織

粕谷 浩

川島 修一 東川口病院

菊池 克 坂戸中央病院

※法人格は掲載しておりません
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埼玉県 菊池 孝

菊池 洋敦 朝霞台中央病院ドック健診センター

鯨井 昇 羽生総合病院

小島 仁史 西大宮病院

小林 昇寿

小谷野 香 さやま総合クリニック

小和瀬 俊裕

齊藤 輝樹 埼玉県健康づくり事業団

笹原 重治 彩の国東大宮メディカルセンター

佐藤 雄一 羽生総合病院

澤田 英二 三郷中央総合病院

志田 智樹 レインボークリニック

神門 基樹 東川口病院

菅野 方仁 大宮中央総合病院

杉村 明美 深谷寄居医師会メディカルセンター

鈴木 幸司 大宮中央総合病院

須藤 剛 北里大学 メディカルセンタ−

瀬山 治彦 東大宮総合病院

瀬山 裕一 埼玉精神神経センター

染野 智弘 羽生総合病院

高嶋 豊 丸山記念総合病院

田口 裕也 羽生総合病院

竹内 信行 社会保険大宮総合病院

竹房 優 済生会川口総合病院

多田 大輔 戸田中央総合健康管理センター

田中 一臣

田沼 道夫 埼玉成恵会病院

千田 俊秀 所沢市医療市民センター

中條 直人 朝霞台中央総合病院

豊永 健太 戸田中央総合病院

中里 進 KY胃腸クリニック

中里 裕子 レインボークリニック

中村 誠 秩父病院

南雲 信幸

野村 寛子

長谷川 郁子

長谷川 孝治 川口診療所

馬場 和義 メディアース・ビケン

早瀬 学 社会保険大宮総合病院

原 正樹 ボッシュ健康保険組合
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埼玉県 原澤 俊明 さいたま北部医療センター

平松 俊造 大宮共立病院

廣井 功 ティーエムクリニック

福田 愛 越谷クリニック

藤巻 武義 行定病院

堀江 好一 さいたま北部医療センター

前田 有弘 所沢市市民医療センター

前田 義継 橋本クリニックさいたま

真坂 朋之 深谷寄居医師会メディカルセンター

増田 耕三 埼玉県健康づくり事業団

増渕 雅彦 大宮中央総合病院

増山 ひかる 蓮田病院

松田 繁尚 丸山記念総合病院

松本 明男 さいたま赤十字病院

松本 茂

松本 諭一 所沢市保健センター

箕川 正明 戸田中央総合病院

三村 君江 彩の国東大宮メディカルセンター

宮城 恒子 埼玉県健康づくり事業団

森 智史

森村 周 社会保険大宮総合病院

矢島 直美 二宮病院

山岸 俊之 埼玉県健康づくり事業団

山本 勝

吉澤 隆雄 獨協医科大学越谷病院附属腎・予防医学センター

吉田 真一 秩父病院

吉本 和美 埼玉県健康づくり事業団

渡邊 亮二 TMG宗岡中央病院

千葉県 青木 智弥 千葉衛生福祉協会

天沼 知也 ちば県民保健予防財団

天沼 祐子 ちば県民保健予防財団

有岡 政輝 君津健康センター

飯田 直央 亀田総合病院附属幕張クリニック

池田 康弘 新東京クリニック

石井 崇雄 ちば県民保健予防財団 

石川 宏美 ちば県民保健予防財団

石渡 亮仁 千葉衛生福祉協会

伊藤 浩子

岩田 雅子 安房地域医療センター

岩元 興人 ちば県民保健予防財団
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千葉県 梅野 雅也 君津健康センター

浦野 真由美 第二上田クリニック

及川 守 君津健康センター

大井 さつき 白井聖仁会病院

大下 謙次 ちば県民保健予防財団 

太田 雅美 斎藤労災病院

大塚 徹志 ちば県民保健予防財団 

大西 博之 成田富里徳洲会病院

小佐田 直樹 安房地域医療センター

小澤 徹也 千葉中央外科内科

小野 伸明 ちば県民保健予防財団

梶川 玲二 千葉愛友会記念病院

川嶋 健一 東船橋病院

木村 学 成田赤十字病院

粂田 広実

剱田 利枝 奏の杜クリニック

越川 誠

小日置 佳代 ポートスクエア柏戸クリニック

斉藤 さや香 白井聖仁会病院

齋藤 雄太 成田富里徳洲会病院

逆井 直子 我孫子聖仁会病院

坂本 弘一 内田病院

坂本 直哉 鎌ケ谷総合病院

坂本 博史

櫻井 大樹 みつわ総合病院

櫻庭 聖司 白井聖仁会病院

佐藤 昌弘

佐藤 真由子

島木 栄佳 ポートスクエア柏戸クリニック

清水 慎一 千葉衛生福祉協会

鈴木 一志 安房地域医療センター

鈴木 順一 国保多古中央病院

須田 章則 亀田総合病院

関 喜隆 ちば県民保健予防財団

関根 真澄 ちば県民保健予防財団 

高野 義浩 浅井病院

滝口 裕 千葉衛生福祉協会

田代 浩之 佐倉厚生園

田中 裕樹 千葉西総合病院

田村 健一 鎌ケ谷総合病院

※法人格は掲載しておりません
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千葉県 田村 秀禎 館山病院

寺尾 誠

戸田 裕輝 五香病院

長井 美佳 ちば県民保健予防財団

中村 伸光 君津健康センター

中村 雅子 小金原健診クリニック

西澤 敬 最成病院 

野口 洋文 千葉徳洲会病院

羽場 一郎 井上記念病院

原田 かおり 柏厚生総合病院

平野 千賀也 なかじま整形外科クリニック

廣部 良治 斎藤労災病院

藤田 日出男

藤原 正則 亀田総合病院附属幕張クリニック

古金 紗耶香 大村病院

増田 広恵 千葉メディカルセンター

三浦 潤一 国保多古中央病院

御簾納 直紀 ちば県民保健予防財団

宮本 真一郎 名戸ヶ谷病院

向井 拓也 聖隷佐倉市民病院

村岡 勝美

村松 貴祐 ドクターランド船橋

屋代 悟志 最成病院

山崎 英孝 井上記念病院

山邊 康洋

山本 江美子

山本 悟史

横山 哲也 国保松戸市立病院

吉田 幸枝

吉永 幸恵 ちば県民保健予防財団

吉見 利弘 船橋総合病院

東京都 相田 憲保 東京医科大学病院

相場 光男

青木 治子

赤岩 邦彦

秋山 恒明

秋山 洋一 結核予防会 複十字病院

浅野 博士 仁和会総合病院

浅野 みず江 東京都がん検診センター

浅野 幸 芝パーククリニック

※法人格は掲載しておりません
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胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

東京都 朝日 和也 アムス丸の内パレスビルクリニック

阿部 尚美

阿部 弘之

阿部 昌史

安部 光司 東京日立病院

新井 紀美子

荒井 勇輝 春日クリニック

荒木 綾

荒木 勝彦 本田技研工業株式会社

安納 博之 武蔵野健康づくり事業団

五十嵐 雄一 練馬光が丘病院

生田 詳子 フィオーレ健診クリニック

池田 信行 慈恵会医科大学附属病院

池田 悠 東京都予防医学協会

池之内 裕美 新橋クリニック

井澤 茂子 イムス東京健診クリニック

石井 敦 霞が関ビル診療所

石井 一成 牧田総合病院

石渡 圭一 三田病院

泉廣 早苗 セラヴィ新橋クリニック

泉田 美和 久我山病院

市橋 純

市丸 博康 日本がん知識普及協会

伊藤 克己 菊野台クリニック

伊藤 聖美

伊藤 宏和 川野病院

伊藤 裕美 東京都予防医学協会

伊藤 里佐

稲原 祐加子 東京都がん検診センター

井上 海千帆 世田谷区保健センター

井原 邦春 深川クリニック

今林 昭典 東京慈恵会医科大学附属病院

岩井 望 東京都予防医学協会

岩崎 徳夫 河北総合病院

岩田 由香子

岩永 三穂 日本健康管理協会 新宿健診プラザ

岩浪 満 青葉レントゲン株式会社

岩村 絵里 南葛勤医協 芝病院

宇賀神 哲也 江戸川区医師会 医療検査センター

牛久 英明 日本健康管理協会 新宿健診プラザ

※法人格は掲載しておりません



関東甲信越支部

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）

東京都 臼沢 盛夫 東京放送ホールディングス

内田 光洋

内田 良平 板橋中央総合病院 

梅村 英樹 同友会

漆原 貴之 立川北口健診館

榎本 守男 愛誠病院

海老原 祐樹

遠藤 悟志 イムス板橋健診クリニック

遠藤 秀喜 シーエスケー・クリニック

大倉 健司 久我山病院

大河内 明彦 東京慈恵会医科大学附属病院

大澤 享 三井住友銀行 東京健康サポートセンター

大下 香織 目黒メディカルクリニック

大下 卓 チームメディカルクリニック

太田 侑二 金町中央病院

大高 伸也 新赤坂クリニック

大波 忠 全国設計事務所健康保健組合

大西 洋平 河北総合病院

大野 敦司 新赤坂クリニック

大和田 英彦

小笠原 晃子 世田谷区保健センター

小笠原 智宏

小笠原 真由美 春日クリニック

岡田 正美 柳原リハビリテーション病院

岡田 義和 立川北口健診館アネックス

岡本 孝三

小形 真澄 世田谷区保健センター

小川 尚哉 東京都予防医学協会

小川 昌希 NTT東日本 関東病院

荻野 隆一

奥田 圭二 東京山手メディカルセンター

奥田 信之 JA東京健康管理センター

奥村 一元 同友会

尾崎 正美

小平 浩大

小原 幸 関東ITS山王健診センター

小美野 栄利子 春日クリニック

小山 雄幸

甲斐 庸介 武蔵野総合クリニック

柿崎 彩奈

※法人格は掲載しておりません
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胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

東京都 柿元 愛 アムス丸の内パレスビルクリニック

景山 勝己 新宿ロイヤル診療所

鹿島谷 修 東京山手メディカルセンター

柏本 裕

梶本 昌志 三菱東京UFJ銀行健康センター（本館）

片山 和弥 鴬谷健診センター

勝見 晃司 東京城東病院

加藤 清司 同友会

加藤 健吾

加藤 労

金山 努 平塚胃腸クリニック

金子 新介 芝病院

金子 英利 東京都がん検診センター

兼平 拓也

上岡 桂司 練馬光が丘病院

川上 幸芳 西早稲田クリニック

川口 有紀

川嶋 満美子 多摩海上ビル診療所

川田 尚孝 永寿総合病院

菅野 朋恵 代々木病院

神原 芳紀 鶯谷健診センター

神戸 浩章 牧田総合病院

菊地 亨 牧田総合病院

岸野 直路 調布東山病院

喜多 正

北川 まゆみ

北野 哲也 東部地域病院

北原 将伸 上野クリニック

喜多村 卓 春日クリニック  

木下 秀記 愛誠病院

木村 顕璽 パナソニック健康保健組合 産業保健センター

木村 千穂 健康医学協会 霞が関ビル診療所

木本 恵実 東京都予防医学協会

草苅 正典 東京都予防医学協会

草間 正造 河北総合病院

久保市 祐弘 エヌ・ケイ・クリニック

熊谷 誠

栗田 弘則 鶯谷健診センター

栗原 浩 東京健康サポートセンター

栗原 円 八王子健康管理センター

※法人格は掲載しておりません
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胃がん検診専門技師認名簿（都道府県別）

東京都 栗山 浩行 東中野保健センター

黒木 幹夫 東京都予防医学協会

小岩 義明 日健クリニック

河内 輝佳 春日クリニック

古賀 知子 東京都予防医学協会

越川 宏 日本大学病院

小竹 学 せんぽ東京高輪病院

小寺 ゆかり 目黒メディカルクリニック

小林 千尋 茅場町クリニック

小林 雅治 聖路加国際病院

小林 理香 NTT東日本関東病院

駒坂 道子

駒田 生子

小見戸 友恵

近藤 亜美 東京クリニック

斉藤 誠 TJK東中野保健センター

斉藤 由彦 恵比寿ハートビル診療所

斎藤 良祐 平塚胃腸クリニック

最部 香 東京八重洲総合健診センター

酒井 香織 PL東京健康管理センター

酒井 千尋 東京ミッドタウンクリニック

坂倉 智紀 杏林大学医学部付属病院

阪下 瞬士 進興会 立川北口健診館 

坂野 拓也 新赤坂クリニック

坂本 暁彦

坂本 真理子

作田 秀樹 労働衛生協会

櫻井 綾子 日本橋ハートクリニック

櫻井 隆之 日産厚生会診療所

佐々木 恵理子 新町クリニック

佐々木 健 社会福祉法人聖母会聖母病院

佐々木 健司 東京医科大学病院

佐々木 茂孝

佐々木 みゆき 東京都予防医学協会

佐藤 清二 東京都予防医学協会

佐藤 孝浩 菊野台クリニック

佐藤 智教 いすゞ病院

佐藤 稔 聖路加国際病院

佐藤 靖雄 赤羽中央総合病院

佐藤 友加里

※法人格は掲載しておりません
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東京都 佐内 武 荏原医師会附属診療所

佐野 一弘 池袋藤久ビルクリニック

澤田 恒久 明理会中央総合病院

重松 綾

篠田 浩 公立昭和病院

篠原 勇

島添 惠 イムス板橋リハビリテーション病院

嶋田 優子 こころとからだの元氣プラザ

清水 賢均 野村病院

清水 智代

清水 勇太 深川クリニック

下井田 恵美子

下野 賢一 厚生中央病院

白川 清人 武蔵野陽和会病院

進藤 良昭 東京八重洲総合健診センター

菅井 美貴 池袋ロイヤルクリニック

杉窪 りこ 渋谷区医師会区民健康センター 桜丘診療所

杉沢 猛 品川シーズンテラス健診クリニック

鈴木 敦子 東京都保健医療公社

鈴木 朋之 日本健康管理協会 新宿健診プラザ

鈴木 茉美 野村病院

鈴木 峯岐 自衛隊中央病院

関 真一 佼成病院

関口 英樹

関口 宏樹 東京エックスレイ

関根 一夫 日健クリニック

曽田 紀嗣 久我山病院

園田 直美

高木 祐弥 総合健診推進センター

髙木 弓子

高倉 俊晴 東京逓信病院

高下 弘明 丸井健康保険組合

高嶋 優子 東京都がん検診センター

高野 茂夫

高橋 砂緒里 世田谷区保健センター

瀧井 和歌子 八王子健康管理センター

瀧澤 代輔 東京慈恵会医科大学附属病院

滝沢 直也 同友会

滝沢 理恵 新宿追分クリニック

瀧野 勝彦 東京都予防医学協会

※法人格は掲載しておりません
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東京都 田口 育子

竹内 将 調布東山病院

竹内 千史

竹内 務

竹下 千賀子 進興クリニック

竹添 太 NTT東日本 関東病院

武田 晃枝

武田 恭彦 聖路加国際病院

竹中 祐太 東京都リハビリテーション病院

竹之内 真紀 線友会

竹鼻 清人

多湖 正治

田嶋 翔司 池袋ロイヤルクリニック

舘 裕子 東京臨海病院

田中 香織

田中 靖

谷野 祐子 豊島病院

丹野 貴志 さわやか済世葛飾健診センター

千葉 大輔 牧田総合病院

張 守 多摩海上ビル診療所

塚元 朋恵

塚本 力也 河野臨床医学研究所附属北品川クリニック

辻村 克治 あけぼの病院

恒木 正彦 練馬区医師会医療健診センター

坪井 一世 青山セントラル健康管理センター

津村 正志

寺島 慶尚 春日クリニック

富樫 聖子 東京都予防医学協会

冨澤 弘至 佼成病院

鳥井 志真子 東京都がん検診センター

直江 秀一 鶯谷健診センター

仲 英夫 日本がん知識普及協会

中川 俊夫 東京都がん検診センター

中川 真由子

中島 晃 PL東京健康管理センター

中島 誠次 鴬谷健診センター

中島 千枝 進興会

中條 健司 イムス板橋健診クリニック

永田 善教 東京都予防医学協会

中津川 強 平川病院

※法人格は掲載しておりません
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東京都 永友 美佐子 新宿野村ビル メディカルクリニック

中西 章仁 杏林大学医学部付属病院

中村 絢加 武蔵野赤十字病院

中村 慶子 関東ITソフトウェア健康保険組合

中村 俊明 佼成病院

中村 守秀 JA東京健康管理センター

名雪 涼子

新津 貴子

仁王 宏将

濁川 理絵

西尾 昌親

根岸 直子 アルコクリニック

根本 恵子

根本 茉莉江 厚生中央病院

根本 夕紀 東京都予防医学協会

埜崎 賢一 NTT東日本関東病院

萩原 弘之 東京都がん検診センター

萩原 正宏

長谷川 明彦 鴬谷健診センター

長谷川 平太 西新橋保健センター

長谷川 美恵子 あけぼの病院

早川 和利 全国設計事務所健康保険組合

林 昭彦 渋谷区医師会区民健康センター 桜丘診療所

林 忠 東京都済生会中央病院

林 一 PL東京健康管理センター

原 大樹 深川ギャザリアクリニック

東平 修 葛飾健診センター

樋口 義文 東京都予防医学協会

彦坂 優佳

日向 和人 八王子健康管理センター

日原 秀文 いすゞ病院

比屋定 睦史 日野市立病院

平川 朋広 野村病院

平田 瑠理恵

平野 恵美 東京慈恵会医科大学附属病院

廣田 恵雄 同友会

吹野 敏明 霞が関ビル診療所

福島 正訓 せんぽ東京高輪病院

福田 真理 同友会春日クリニック

福地 竜也

※法人格は掲載しておりません
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東京都 福原 幸一 立川北口健診館

藤井 真理 フィオーレ健診クリニック

藤代 隆志

藤田 賢一 永寿総合病院

藤田 浩司

藤田 勉

舟木 勤

古舘 旭 結核予防会

星 誠太郎 PL東京健康管理センター

星野 絢 東京・八重洲総合健診センター

星野 晴彦 厚生中央病院

細沢 健一 PL東京健康管理センター

細沼 康彦 綜友会

細谷 小百合 東京都予防医学協会

細谷 直之

堀内 真

本郷 嘉史 品川シーズンテラス健診クリニック

牧 幸子

牧田 恵 牧田総合病院 人間ドック健診センター

巻田 千鶴子 日本健康管理協会新宿健診プラザ

牧野 明弘

真下 敦子

松岡 正晃

松田 敏治 東京慈恵会医科大学附属病院

松村 和典 新赤坂クリニック

松本 裕治 東京都がん検診センター

松山 純也 進興クリニック

馬庭 淳 パナソニック健康保険組合 健康管理センター

三浦 透知 いすゞ病院

三上 鉄平 榊原サピアタワークリニック

水澤 孝太 東中野保健センター

水戸 一成 東京イースト21クリニック

南 佳織

峯岸 純一 東京都予防医学協会

蓑田 裕隆 柳原病院

宮井 裕明 浜町センタービルクリニック

宮川 葉子

宮下 麻耶 総合健診センターヘルチェック レディース新宿センター

宮田 鉄也 フィオーレ健診クリニック

宮原 貴子 霞が関ビル診療所

※法人格は掲載しておりません
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東京都 三輪 一二三 オリエンタル上野健診センター

村上 弥子

村田 育子

村田 沙紀 関東ITソフトウェア健康保険組合

村田 洋美 サン虎の門クリニック

村田 雅一

村田 正義

望月 久光 新赤坂クリニック

本村 修士 柳原病院

森 巨樹

森嶋 伸晴

森田 泰章 調布病院

八木 真吾 東京都予防医学協会

八木 真央 東京都予防医学協会

八木 通浩 新宿健診プラザ

柳生 信幸 立川中央病院附属健康クリニック

梁川 晋治 エヌ・ケイ・クリニック

山川 治美 長谷工ウェルセンター

山岸 史明 東京都がん検診センター

山口 史子 荒川区荒川保健所

山口 正伸

山崎 一志 ふれあい町田ホスピタル

山下 拓郎 日本健康管理協会 新宿健診プラザ

山中 博 パナソニック健康保険組合 健康管理センター（東京）

湯浅 史江 渋谷区医師会区民健康センター桜丘診療所

横山 修治 労働保健協会

横山 剛 東京医科大学病院

吉村 明彦 労働衛生協会

梁 智浩 新宿追分クリニック 板橋分院

和田 恵一郎 世田谷区保健センター

渡邊 純子 立川北口健診館アネックス

渡邊 浩幸 東京大学医学部附属病院

渡邊 寛之 牧田総合病院

渡辺 誠 NTT東日本 関東病院

渡邊 将彦

渡邉 光昭 総合健診推進センター

渡辺 由一 あけぼの病院

和出 志乃ぶ

神奈川県 鈴木 龍典

古川 博明 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院

※法人格は掲載しておりません
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神奈川県 青木 晴実 横浜北幸クリニック

青柳 孝行 横浜市立市民病院

朝崎 学 横浜鶴ヶ峰病院

浅野 和幸 神奈川県結核予防会

阿部 広之 けいゆう病院

安藤 悦夫 逗葉地域医療センター

安藤 孝夫 JA神奈川県厚生連 保健福祉センター

石井 宏忠 横浜総合健診センター

石川 佳美 日本健康倶楽部

石毛 暁 京浜保健衛生協会

市川 岳志 藤沢順天医院 藤沢総合健診センター

伊藤 国明

伊藤 亮二 社会保険横浜中央病院

井上 香子 宮前平内科クリニック

岩瀬 和寿 京浜総合病院

岩瀬 亮子

植田 伸一

上野 和久

植村 博次 神奈川県予防医学協会

遠藤 将希

大内 里香 よこはま乳腺・胃腸クリニック

大坂 浩二 横浜ソーワクリニック横浜総合健診センター

大澤 進冴 横須賀市立 市民病院

大橋 尚子 神奈川県予防医学協会

大和田 由紀子 横浜鶴ヶ峰病院付属健診クリニック

岡田 直子 神奈川県労働衛生福祉協会

荻原 昭義

落合 彩耶奈 神奈川県予防医学協会

園城 俊行 聖マリアンナ医科大学病院

梶田 千恵子 川崎健診クリニック

粕谷 英生 神奈川県結核予防会

加藤 匠 茅ヶ崎市立病院

加藤 暢紘 青葉さわい病院

金井 隆 北小田原病院

叶 久輝 藤沢市保健医療センター 

金岩 清雄 神奈川県予防医学協会

金子 桃子 みなと赤十字病院

鹿又 伸男 藤沢市保健医療センター 

樺山 祝幸 藤沢総合健診センター

河内 二朗 座間地区診療所

※法人格は掲載しておりません
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神奈川県 川上 泉 横浜旭中央総合病院

川上 哲弘 神奈川県予防医学協会

川口 育彦 横浜鶴ヶ峰病院

川田 順一 横浜市立大学附属病院

木下 翔 横須賀共済病院

木下 操 戸塚第一病院

黒岩 美絵 JMA海老名メディカルプラザ

黒澤 和彦 アムスランドマーククリニック

黒田 洋之 横浜ソーワクリニック横浜総合健診センター

小泉 めぐみ JA健康管理センターあつぎ

小久保 京子 横浜ソーワクリニック横浜総合健診センター

輿石 茂宙

腰高 裕子 JA健康管理センターさがみはら

小玉 光也

小宮 加奈子 JA厚生連健康管理センター

今野 直美

早乙女 健寿

榊田 麻緒 湘南健康管理センタ−

櫻井 路大 アムスランドマーククリニック

笹川 晃 アムスランドマーククリニック

佐藤 秋徳

佐藤 謙 横浜東邦病院

佐藤 奈那

佐藤 秀隆 東海大学医学部付属病院

塩繁 直美 汐田総合病院

色摩 希美 アルファメディック・クリニック

柴田 武士 逗葉地域医療センター

下向 竜也 横浜鶴ヶ峰病院

鈴木 直之 神奈川県結核予防会

鈴木 久利 川崎健診クリニック

鈴木 美加 JMA海老名メディカルサポートセンター

砂山 浩 湘南厚木病院

瀬川 利昭 日本綱管病院

関 将志 北里大学病院

関根 章 東芝林間病院

千田 茂 横浜北幸クリニック

園木 昇 神奈川県結核予防会

高田 恵子 神奈川県労働衛生福祉協会

高橋 篤義 東名厚木病院

髙𣘺 文香 金沢病院

※法人格は掲載しておりません
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神奈川県 高橋 加奈 アムスランドマーククリニック

高橋 直太郎 神奈川県予防医学協会

瀧 美和 藤沢総合健診センター

田所 佳奈子 アルファメディック・クリニック

田中 裕樹 衣笠病院

田部井 誠 秦野赤十字病院

玉川 綾香 茅ヶ崎徳洲会病院

丹治 純一 産業健診センター

塚原 裕徳 ヘルス・サイエンスセンター 

津田 雪裕 神奈川県予防医学協会

出島 寛之 平塚市民病院

寺西 加倫 神奈川県予防医学協会

得田 伸 神奈川県結核予防会

中澤 文明 アムスランドマーククリ二ック

長野 裕朗 渕野辺総合病院

中村 真 神奈川県結核予防会

鍋嶋 将一

西村 久美 JA神奈川県厚生連健康管理センターあつぎ

能登 宏司 みなとみらいメディカルスクエア

萩原 嘉治 横浜旭中央総合病院

箱石 明 産業健診センター

橋本 美夫 富士フイルム健康管理センター

濱野 学 湘南鎌倉総合病院

平井 信之 横浜市立みなと赤十字病院

蛭川 和則

福田 修 アムスランドマーククリニック

福山 智之 神奈川県予防医学協会

藤田 昭 東海大学医学部付属病院

藤田 拓 横浜市立みなと赤十字病院

古谷 光宏 藤沢市保健医療センター 

堀田 伸一郎 横須賀市立 市民病院

本田 今朝男 神奈川県労働衛生福祉協会

本田 義和 水江診療所・京浜保健センター

前原 宏二 西横浜国際総合病院

松田 唯史 北里大学東病院

道崎 秋恵 神奈川県予防医学協会

三井 智加 横浜市南部病院

三村 有蔵 相模原赤十字病院

見本 喜久子 神奈川県予防医学協会

見本 真一 神奈川県予防医学協会

※法人格は掲載しておりません
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神奈川県 宮澤 明 横浜市立みなと赤十字病院

宮地 伸治 アムスランドマーククリニック

三好 恭子 神奈川県予防医学協会

武藤 秀徳 社会保険相模野病院 

村上 和也 神奈川県予防医学協会

恵 一博

森村 裕一

守山 友也 JA神奈川県厚生連保健福祉センター

安江 亮

山内 めぐみ 平和病院

山田 純也 金沢病院(ドック)

山中 聡 アルファメディック・クリニック

鎗野 珠理 京浜総合病院

横山 力也 横浜栄共済病院

吉田 和良 聖マリアンナ医科大学病院

米澤 剛 京浜保健衛生協会

和田 京子 横浜北幸クリニック

和田 昌訓 神奈川県予防医学協会

渡辺 春美 渕野辺総合病院

綿貫 務 横浜鶴ヶ峰病院

長野県 有井 功児 JA長野厚生連 佐久総合病院 小海分院

大塚 孝雄 長野県労働基準協会連合会 

唐澤 良夫

古清水 里江 長野県健康づくり事業団

小林 暁海 くろさわ病院

佐藤 一雄 すみだクリニック

澁澤 靖幸 長野赤十字病院

下平 和紀 長野県健康づくり事業団

田村 基 佐久総合病院佐久医療センター

堤 武志 長野県健康づくり事業団

外谷 幸史

福澤 明 長野赤十字病院

福澤 智浩

藤野 基 長野県健康づくり事業団

松本 桂 JA長野厚生連 安曇総合病院

宮澤 典子 栗田病院

村山 真由美 長野県健康づくり事業団

柳澤 孝 長野県健康づくり事業団

柳元 裕子 長野県健康づくり事業団

山崎 昭一 北信総合病院

※法人格は掲載しておりません
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長野県 横沢 崇

山梨県 芦澤 健吾 山梨県厚生連健康管理センター

雨宮 良治 山梨県厚生連健康管理センター

内田 雅美 山梨県厚生連健康管理センター

荻野 博美

小尾 淳一 山梨県厚生連健康管理センター

神田 博 宮川病院

佐藤 祐一 山梨県厚生連健康管理センター

田口 佳久 山梨県厚生連健康管理センター

西村 泰紀 山梨県厚生連健康管理センター

廣瀬 準司 山梨県厚生連健康管理センター

宮崎 弘二 厚生連健康管理センター

新潟県 相田 徳弘 新潟県健康管理協会

相田 ゆかり

赤塚 友洋 新潟県労働衛生医学協会

阿部 武 新潟県健康管理協会

飯吉 幸男 上越地域総合健康管理センター

五十嵐 宏之 新潟県労働衛生医学協会

井熊 順一 新潟県保健衛生センター 県央メジカルセンター

石塚 拓哉 上越医師会 上越地域総合健康管理センター

石原 希実 新潟市医師会メジカルセンター

板橋 芳人 JA新潟県厚生連 新潟医療センター

伊藤 友和 新潟県労働衛生医学協会

井上 庄次

今井 加奈子 柏崎市刈羽郡医師会・柏崎メジカルセンター

岩城 泰 吉田検診センター

岩崎 泰剛 新潟第二病院

岩間 嘉代子 新潟県労働衛生医学協会 

臼井 顕之 健康医学予防協会

内田 尚人

梅澤 祥子 上越医師会 上越地域総合健康管理センター

遠藤 和枝 下越総合健康開発センター

大久保 沙奈絵 新潟県保健衛生センター

大崎 裕一郎 健康医学予防協会

大平 尚子 健康医学予防協会

大塚 月子 プラーカ健康増進センター

大野 由依 下越総合健康開発センター

大橋 利弘 豊栄病院

岡田 裕子 新潟県労働衛生医学協会

小野塚 優 新潟県労働衛生医学協会
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新潟県 親松 夏紀

海津 比呂史 新潟県労働衛生医学協会

海津 牧子

片桐 裕子 新潟県労働衛生医学協会 

金子 聡子 岩室リハビリテーション病院

金子 昇司 さいがた医療センター

上村 夏絵 新潟県労働衛生医学協会

川崎 雅美 新潟県保健衛生センター

神田 良夫 新潟県労働衛生医学協会

神林 徹 新潟県労働衛生医学協会

木原 美之

木村 雄 新潟県労働衛生医学協会 

櫛谷 昇 JA新潟県厚生連 新潟医療センター

倉部 薫 柏崎市刈羽郡医師会 柏崎メジカルセンター

桑原 康 上越医師会 上越地域総合健康管理センター

小池 晃 城北クリニック

小坂井 宏幸 健康医学予防協会

後藤 亜佐子 新潟第二病院

小林 功 新潟第二病院

小林 智美 新潟県労働衛生医学協会

斎藤 喜美恵 下越総合健康開発センター

酒井 泰行 長岡中央綜合病院

佐竹 尚貴 下越総合健康開発センター

佐藤 和美 新潟県労働衛生医学協会 

佐藤 洋志 上越地域総合健康管理センター

佐野 美由紀 佐渡検診センター

島田 英剛

清水 良祐 新潟県労働衛生医学協会

進藤 太一 下越総合健康開発センター

杉山 精一 新潟市医師会

鈴木 一郎 下越総合健康開発センター

大徳 尚司 新潟医療福祉大学

高頭 浩正 魚沼基幹病院

高橋 和範

高橋 智子 燕検診センター

田中 香代 柏崎市刈羽郡医師会 柏崎メジカルセンター

田中 芳文 新潟県保健衛生センター

棚田 悦子

多部田 千穂

千葉 登 三条病院

※法人格は掲載しておりません
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新潟県 千葉 秀春 健康医学予防協会

藤間 龍 新潟手の外科研究所病院

橡木 雅之 三条病院

冨田 美千子 新潟県労働衛生医学協会

永野 優子

中村 康昭 三条病院

那須井 友加里 上越地域総合健康管理センター

夏井 玲子 新潟県労働衛生医学協会

新野 恵 下越総合健康開発センター

西山 知良

新田 左知子 新潟県労働衛生医学協会 

長谷川 昭博 新潟県労働衛生医学協会

長谷川 孝一 新潟県労働衛生医学協会

馬場 竜太 JA新潟県厚生連 上越総合病院

早川 光治 上越医師会 上越地域総合健康管理センター

原田 浩一 新潟第二病院

原田 大輔 下越総合健康開発センター

樋口 貴之 湯沢町保健医療センター

平井 利明 豊栄病院

広瀬 泰治 上越医師会 上越地域総合健康管理センター

廣田 美紀 健康医学予防協会

船登 正明 新潟県労働衛生医学協会

帆苅 隆 新潟県労働衛生医学協会

保坂 千津子 新潟県労働衛生医学協会

星野 裕文 ウェルネス検診センター

細川 敏孝 上越医師会 

増子 政美 健康医学予防協会

松林 宏

松本 隆之介 JA新潟県厚生連 魚沼病院

丸山 正彦 上越地域総合健康管理センター

水落 香織

水上 智美

皆川 清仁 新潟県労働衛生医学協会

皆川 靖子 下越総合健康開発センター

三原 貴美 新潟県保健衛生センター

宮田 和則 健康医学予防協会

村田 正一 柏崎市刈羽郡医師会・柏崎メジカルセンター

百瀬 伸二 新潟県労働衛生医学協会 

森 由香里 新潟県労働衛生医学協会

矢倉 亜由美

※法人格は掲載しておりません
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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）

新潟県 矢代 茂己 新潟聖籠病院

山口 真樹 新潟県労働衛生医学協会

山崎 薫 新潟ウェルネス健診センター

山崎 由紀 新潟県労働衛生医学協会

山崎 義隆 新潟県労働衛生医学協会 

山本 昭子 健康医学予防協会

山本 晃 新潟県健康管理協会

吉岡 久子 上越地域総合健康管理センター

米山 雅史 新潟第二病院

若山 隆夫

渡辺 豊央 長岡中央綜合病院

渡邉 亮介 新潟県労働衛生医学協会

※法人格は掲載しておりません


