
東北支部

2019年1月11日現在

勤務先県 氏 名 施設名

青森県 阿部 佳良子

有馬 儀行 青森県総合健診センター

石崎 里沙

板橋 譲治 八戸市総合健診センター

稲葉 雅志 青森県総合健診センター

神崎 孝幸 八戸市総合健診センター

古川 敦 青森県総合健診センター

古山 直輝 弘前市医師会 健診センター

櫻田 真也

高橋 憲一 青森県総合健診センター

高松 俊道 青森県総合健診センター

高松 日出男 三沢中央病院

田中 史佳

田名邉 充 青森県総合健診センター

鳥谷部 康治 八戸市総合健診センター

長根 真一

奈良 正太郎 青森県総合健診センター

沼田 敬之輔 八戸市総合健診センター

野上 翔平

平井 圭 青森県総合健診センター

藤嶋 茂生

藤田 彰

古川 富美子 青森県総合健診センター

堀内 紀久 青森県総合健診センター

松井 理起 青森県総合健診センター

三上 武士 青森県総合健診センター

三上 智也 青森県総合健診センター

村田 正人 青森県総合健診センター

森岡 晃 青森県総合健診センター

山本 晋也 青森県総合健診センター

山本 均 五戸町健診センター

岩手県 荒屋敷 真 岩手県対がん協会

石田 さやか 岩手県対ガン協会

石田 卓也 岩手県対ガン協会

一ノ渡 知子 岩手県対ガン協会

一方井 正宏 岩手県予防医学協会

井上 貴史

遠藤 香菜子

大和田 陽子 岩手県対ガン協会

金濱 雄悦

釜沢 政慶 岩手県予防医学協会

川又 健一 岩手県対ガン協会

菊地 良太

胃がん検診専門技師認定名簿（都道府県別）
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岩手県 北田 晃 岩手県対ガン協会

葛岡 直純

久保田 憲宏 岩手県予防医学協会

佐々木 建

澤口 純也 岩手県予防医学協会

菅原 将人

菅原 連太郎 岩手県予防医学協会

鈴木 奈穂 岩手県予防医学協会

多田 慶一 遠山病院

立花 慶太 岩手県対ガン協会

盾石 拓

橋本 康二 岩手県対ガン協会

藤原 幸治 岩手県予防医学協会

松谷 基広 岩手県予防医学協会

宮城県 東 知佳 栗原中央病院

渥美 博人 仙台市立病院

阿部 彩子 せんだい総合健診クリニック

阿部 鮎美

阿部 幸喜 宮城県対がん協会

阿部 純子

安藤 美智子 みやぎ健診プラザ

安保 貴士

五十嵐 江里子

石倉 和人 宮城県対がん協会

石倉 弘子 宮城県対がん協会

石橋 典子

板垣 朋子

伊藤 祥穂 宮城県対がん協会

岩谷 佳美 仙台厚生病院

大内 直樹 宮城県予防医学協会

太田 裕美子 せんだい総合健診クリニック

大塚 月子

大友 義孝 宮城県対がん協会

大波 あかり 宮城県対がん協会

大山 勝彦 宮城県対がん協会

奥山 晶子

片倉 義之助 宮城県成人病予防協会

勝倉 菜穂

金子 貴安 宮城県対がん協会

鎌倉 克行 杜の都産業保健会

川崎 将 仙台厚生病院

菅野 通 結核予防会 宮城県支部

菅野 宏之 宮城県対がん協会
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宮城県 菅野 稔

北見 淳 宮城県対がん協会

木村 俊介

黒滝 進

今野 祐蔵

齋 英則

佐々木 裕胤

佐々木 怜子 せんだい総合健診クリニック

佐藤 俊英

佐藤 直征

佐藤 護 宮城県成人病予防協会

渋谷 昌子 杜の都産業保健会

島影 義昭 宮城県予防医学協会

上路 麻美

菅原 千恵 せんだい総合健診クリニック

鈴木 聡長 宮城県対がん協会

高任 雅彦 宮城県医師会健康センター

髙橋 里絵

橘 夏枝 宮城県対がん協会

田中 英美 宮城県対がん協会

長南 雄二

塚原 真人 仙台厚生病院

永窪 純 宮城県対がん協会

夏堀 亮子 宮城県対がん協会

沼倉 二郎 宮城県対がん協会

野月平 悠希那

長谷川 和広 仙台クリニック

長谷川 圭三 宮城県対がん協会

長谷部 豊 宮城県対がん協会

藤 仁美 北海道労働保健管理協会

船山 和美

星 千春

堀内 絵里 仙台市立病院

真野 喜久子

村岡 由美

八島 幸子 宮城県対がん協会

吉井 佑

渡邉 晃成

渡辺 秀考 宮城県成人病予防協会

秋田県 赤川 光浩 秋田県総合保健事業団

池内 賢 秋田県総合保健事業団

伊藤 直樹 秋田県総合保健事業団

大坂 庄一郎 JA秋田厚生連 平鹿総合病院
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秋田県 小川 誠

奥山 千晴 秋田県総合保健事業団 

春日 清 秋田県総合保健事業団

神成 哲義 秋田県総合保健事業団

木村 美奈子 社会保険あきた健康管理センター

工藤 剛 秋田県総合保健事業団

熊谷 満 丸山記念総合病院

小杉 洋二 秋田県総合保健事業団

佐々木 秀年 秋田県総合保健事業団

佐藤 親生

佐藤 芳春 秋田県総合保健事業団

佐藤 義晴 平鹿総合病院

鈴木 明

鈴木 準 北秋田市民病院

高谷 健太

田川 陽介

田中 正吉 大館市立総合病院

千種 修孝 秋田県総合保健事業団

土田 勇 中通総合病院

羽澤 憲治

畠山 陽成

藤井 真紀 秋田県総合保健事業団

松田 直美 秋田県総合保健事業団

湯澤 善行 秋田県総合保健事業団

湯瀬 直樹

山形県 浅利 悠太 やまがた健康推進機構　

安食 伸祥 やまがた健康推進機構

安彦 卓史 やまがた健康推進機構

五十嵐 隼一 やまがた健康推進機構

植松 勇 やまがた健康推進機構

遠藤 由美

小野 賢一 山形県成人病検査センター

小野 美由貴 山形市医師会 健診センター

金原 博紀 やまがた健康推進機構

工藤 明美

後藤 勘治

今野 佳奈 全日本労働福祉協会 東北支部 

斎藤 雅浩 やまがた健康推進機構　最上検診センタ−

齋藤 みのり 山形徳洲会病院

佐藤 圭二朗 やまがた健康推進機構　南陽検診センター

佐藤 賢 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター

佐藤 貴也 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター

佐藤 日出夫 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター

※法人格は掲載しておりません



東北支部

2019年1月11日現在

勤務先県 氏 名 施設名

胃がん検診専門技師認定名簿（都道府県別）

山形県 佐藤 秀樹

庄司 博志 山形市医師会 健診センター

菅原 翼 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター

鈴木 賢司 山形市医師会 健診センター

瀬野 正樹 全日本労働福祉協会 東北支部

高橋 和枝

竹田 拓 やまがた健康推進機構

辻 裕之 山形市医師会 健診センター

土門 祐介

前田 敦 やまがた健康推進機構

三浦 智勝 全日本労働福祉協会

御橋 慶治

福島県 阿部 雅浩

有松 忍 福島県保健衛生協会

岩倉 美紀

亀山 欣之 福島県保健衛生協会

佐々木 善之 福島県保健衛生協会

佐藤 孝広

佐藤 恵

佐藤 喜洋 南東北福島病院

中村 好

橋本 元秀

半澤 俊和 福島県保健衛生協会　

町田 拓郎 大原綜合病院附属大原健康クリニック

三浦 勉

八代 功士 福島県労働保健センター
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