
近畿支部

2020年1月14日現在

勤務先県 氏 名 施設名

滋賀県 伊吹 仁

今井 新 近畿健康管理センター 滋賀事業部

岩井 充 滋賀保健研究センター

遠藤 融 滋賀県健康づくり財団

大西 圭三

大橋 良子

奥村 桂子 滋賀保健研究センター

奥村 直也 南大津クリニック

金内 紀雄 長浜赤十字病院

岸田 和也 近畿健康管理センター

岸本 剛明 滋賀県健康づくり財団

喜田 茂 社会保険滋賀病院

小島 由美子 滋賀県健康づくり財団

小林 篤 滋賀保健研究センター

篠田 晃宏 長浜赤十字病院

清水 慎二 近畿健康管理センター

高木 麗花 滋賀県健康づくり財団

建部 有宏 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

建部 容子 滋賀保健研究センター

田中 守

土井 馨 社会保険滋賀病院

冨田 依里

中嶋 高明 仁生会甲南病院

橋本 清和 長浜赤十字病院

枚田 敏幸 済生会滋賀県病院

廣井 智之 近畿健康管理センター

藤原 将洋 長浜赤十字病院

松山 典弘 滋賀保健研究センター

矢野 隆弥

山形 智幸

山道 直樹 近畿健康管理センター

山本 和永 滋賀保健研究センター

京都府 足立 歳昭 知音会御池クリニック

安達 理香 厚生会武田病院健診センター

網本 比呂子 京都工場保健会

安藤 憲一 京都予防医学センター

池上 真士 京都工場保健会

諌本 忠和 うずまさ診療所

石王 研二 康生会武田病院 健診センター

出石 弘伸

五十川 麻美 創健会西村診療所

市川 梢 知音会御池クリニック

伊藤 清美

胃がん検診専門技師認定名簿（都道府県別）

法人格は省略しています
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京都府 井上 博 JCHO京都鞍馬口医療センター

井上 雄介

今西 崇文 京都工場保健会宇治支所

入江 剛弘

上下 祐司

宇野 政徳 JCHO京都鞍馬口医療センター

江南 伸治 京都予防医学センター

大狩 晃子

大島 健二 京都工場保健会

大地 邦彦

岡本 繁

尾花 吉彦 京都工場保健会

軽尾 昭人 京都予防医学センター

喜多 孝一 京都工場保健会

熊谷 佳子 創健会西村診療所

小島 梨沙 京都予防医学センター

小西 晴夫 JCHO京都鞍馬口医療センター

小林 祐貴 京都工場保健会

坂井 ゆかり 創健会西村診療所

坂中 貴光 京都予防医学センター

佐々木 健人

嶋 耕二

清水 克行

下田 瑞恵 康生会山科武田ラクトクリニック

白井 清美 京都予防医学センター

世良 多賀男 京都予防医学センター

田口 貴大 京都工場保健会

武井 義彦 京都第一赤十字病院

竹内 啓介 京都工場保健会

竹澤 龍一 京都工場保健会

多田 頼二

谷 祐二

谷垣 希 京都予防医学センター

辻 謙司 京都鞍馬口医療センター

寺田 敬 京都予防医学センター

土橋 勝教 洛和会東寺南病院

中野 将和 京都微生物研究所

中村 俊彦 康生会武田病院健診センター

中村 浩英

中村 洋介 京都予防医学センター

中森 勲 京都予防医学センター

西林 由記 特定美杉会佐藤病院

橋本 正

法人格は省略しています
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京都府 平井 聡 京都工場保健会

平井 俊三 シミズ四条大宮クリニック

平野 慧  京都予防医学センター

福本 慶子

藤澤 靖 京都予防医学センター

藤山 孝之 京都予防医学センター

藤原 直樹

戸来 満

保城 純司 京都工場保健会

牧田 義章 京都予防医学センター

溝田 徹

南 博士

村上 晃司 京都予防医学センター

森川 貴央 宇治武田病院

山内 一海 京都工場保健会診療所宇治支所

山下 孝二

山田 哲也 京都工場保健会

山根 稔明

和田 健太郎 京都工場保健会・宇治支所

大阪府 藍川 真琴 大阪府結核予防会 

青木 彰 大阪医科大学健康科学クリニック

青木 和好 星ヶ丘厚生年金病院

芦塚 由香 北摂クリニック

東 由子

天辰 薫

天野 大輔 井上病院

有川 みち代

安藤 泰次 大阪府結核予防会

池内 明 有隣会東大阪病院

池宮城 光哉 大阪がん循環器病予防センター

井阪 裕志 河内総合病院

石黒 志穂 朋愛会淀屋橋健診プラザ

石澤 大介 大阪市立大学医学附属病院

石田 裕明 三井住友銀行

石元 良典

泉 和幸

井戸 昌之

伊藤 誠司

伊藤 文隆 コープおおさか病院

稲葉 有美江

井上 かおり

井上 照久 大阪府結核予防会

井上 佳紀 朋愛会

法人格は省略しています
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大阪府 茨木 雅晴

今川 恵司 船員保険大阪健康管理センター

今田 順久

井町 文数

岩崎 悦男 寺元記念病院

岩崎 政代

岩崎 祐二 オリエンタル労働衛生協会

植田 聡 寺元記念病院

上西 正昭

上野 淳也 松原徳洲会病院

上野 正和

氏浦 亜由美 厚生会心斎橋クリニック

内海 正揮 馬場記念病院

江本 滋

大江 崇之 阪急電鉄大阪診療所

大枝 雅之

大久保 竹純 大阪府結核予防会

大坂 哲夫 健昌会近畿健診センター

大下 陽子 生長会府中クリニック

大杉 豪伸

大田 勇 恵生会恵生会病院

太田 理

太田 久美恵

大谷 千尋 帝国ホテルクリニック

大槻 安代

大西 康雄

岡崎 泰三 社会きつこう会多根総合病院健診部診療所

岡田 信也

岡本 和仁

岡本 和也 近畿健康管理センタ−大阪事業部

岡本 孝三

小川 薫 てらもと医療リハビリ病院

小川 利政

奥畠 匠

尾崎 征司 愛仁会高槻病院

尾田 裕司 生長会府中病院

小野 竜一 ヘルスコープおおさか病院

景山 修二

笠作 淑子 ニッセイ予防医学センター

梶谷 早雄 大阪府電設工業健康保険組合

片井 進一 大阪府結核予防会

片山 美希 ニッセイ予防医学センター

金子 恭久 知音会中之島クリニック

法人格は省略しています
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大阪府 金田 晴瑠佳

鎌田 哲也 関西健康管理センター

家門 賦

川口 雅一 厚生会

河越 俊 ペガサス馬場記念病院

川崎 光昭

川原 隆宏 大阪府結核予防会

川村 絢子 大手前病院

川本 秀一 オリエンタル労働衛生協会

勘田 雅浩 ニッセイ予防医学センター

紀 裕介

岸本 誠史

北西 勇輝 ヘルスコープおおさか病院

北野 富彦 パナソニック 健康管理センター

北村 浩二

北脇 泰壮

衣笠 治男 日本予防医学協会西日本事業部

木村 直紀 東和会第一東和会病院

楠本 美千代 大阪がん循環器病予防センター

久保 伸平 愛仁会千船病院

久保 文裕

栗田 友美 みちした乳腺クリニック

黒崎 一徳

桑田 英樹 恵生会恵生会病院

小島 厚行

小薗 明治

小寺 力史

後藤 健次 大阪府済生会吹田病院

後藤 真理子 関西医科大学天満橋総合クリニック

小林 智之 愛染橋病院

小林 真由美 大阪府結核予防会

小村 智

小山 武士 橘会横山病院

小山 平幸 住友生命総合健診システム

近藤 英夫

近藤 浩司 八尾徳洲会総合病院

斎藤 数馬

坂 登喜子 堺市立総合医療センター

境 克久 恵生会アプローズタワークリニック

阪井 耕二

境 智之 ペガサス馬場記念病院

阪上 理恵 結核予防会

作元 誠治

法人格は省略しています
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大阪府 櫻本 吉伸 祐生会 みどりヶ丘病院

笹木 弘美

佐々木 光正 大阪府結核予防会

笹田 健司

佐藤 和俊

佐藤 聰浩

佐野 智具己

鮫島 和義 大阪府結核予防会

塩村 由美 協仁会小松病院

鹿園 貴士 パナソニック健康管理センター

嶋村 由美 財団医親会OBPクリニック

下口 みずほ  生登会 寺元記念病院

下橋 ひとみ 大阪医科大学健康科学クリニック

上甲 実 徳洲会八尾徳洲会総合病院

小豆 誠 育和会記念病院

白川 徹弥 大阪府結核予防会

白波瀬 茜 みどり健康管理センター

心光 誠

末廣 彬人 大阪がん循環器病予防検診センター

須川 徹 互恵会大阪回生病院

杉浦 裕佳 大阪府結核予防会

杉野 洋司 オリエンタル労働衛生協会大阪支部

杉村 映

杉本 勇 パナソニック 健康管理センター

杉山 陽一 聖授会総合健診センター

鈴木 貞男

鈴木 俊夫 NTT西日本大阪病院

鈴木 結太 井上病院

鈴木 理紗 厚生会大阪西クリニック

瀬戸 賢治 みどり健康管理センター

千田 隆敏 大阪府結核予防会

園部 智加 大阪府結核予防会 堺高島屋内診療所

峙 辰也 りんどう会向山病院

田内 純子 社会大道会帝国ホテルクリニック

高井 正史 済生会新泉南病院

高木 晃人 南大阪病院

高野 梓 中之島クリニック

髙橋 達也 成和会ほうせんか病院

髙橋 直樹 社会ペガサス馬場記念病院

武田 裕 大阪府結核予防会

武田 由美 中之島クリニック

竹田 佳貴

竹谷 敏 近畿健康管理センター

法人格は省略しています
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大阪府 竹綱 眞史 済生会富田林病院

田所 和幸

田中 幸一

田中 伸一

田中 大介 KKR大手前病院

田中 政典 八尾徳洲会総合病院

田中 勇介 日本予防医学協会西日本事業部

田中 芳生 愛仁会総合健康センター

谷岡 芳彦 大阪警察病院付属人間ドッククリニック

谷口 美奈子 厚生会心斎橋クリニック

田内 周子

田原 瞳 星ヶ丘厚生年金病院

田村 登規子 みどり健康管理センター

田村 佳彦 NTT西日本 大阪病院

檀上 輝 多根クリニック

千葉 理世 フェスティバルタワー健診センター

長 益二郎 岸和田徳洲会病院

佃 大輔 メディカルRT

筒井 靖博 りんどう会向山病院

堤 厚臣 住友病院

出口 博幸 大阪府結核予防会

土井 武郎 松下記念病院医療連携センター

道前 美耶 大阪府結核予防会

戸田 雄介

鳥山 卓二 東大阪生協病院

中川 寛 恵生会恵生会アプローズタワークリニック

長澤 聖一郎

中島 康太 近畿健康管理センター

中谷 紋子 関西労働保健協会千里ＬＣ健診センター

中坪 沙矢佳 ニッセイ予防医学センター

中西 貴央 フェスティバルタワークリニック

中西 裕介

長野 吉彦 康仁会鶴橋中央診療所

中林 智 医真会八尾総合病院

中林 崇 医真会八尾総合病院

中村 勝 中島クリニック

中村 渉

中谷 斉

ナムゲル 葉子 コープおおさか病院

楢原 義夫 船員保険大阪健康管理センター

西河 仙均 大阪暁明館病院

西川 理沙 府中病院

錦 香里 オリエンタル労働衛生協会大阪支部

法人格は省略しています
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大阪府 西野 文郎 愛仁会愛仁会総合健康センター

西村 健司 医真会八尾総合病院

西村 二美 大道会帝国ホテルクリニック

西本 美登里

野上 忠 河内友紘会河内総合病院

野口 美恵子

野下 このみ 大阪府結核予防会

野尻 友昭 大阪府結核予防会 

乃田 浩二 脳神経外科病院

埜藤 誠

萩原 朋之 大阪府結核予防会

橋本 貴史 大阪府結核予防会

橋本 由香 大阪府結核予防会

蓮尾 智之

秦 用賢

蜂尾 哲生 近畿健康管理センター

八田 悦子 大阪医科大学健康科学クリニック

浜野 浩司

林 篤志 恵生会恵生会病院

林 祐樹 堺市立総合医療センター

原 朋美 帝国ホテルクリニック

原田 勝弘

原田 英明

范 明彪 東広島記念病院

繁昌 慶作 新長掘診療所

東野 博夫 東大阪生協病院

久住 一由 船員保険会大阪健康管理センター

平井 利之 みどり健康管理センター

平岡 一弘 南大阪病院

平田 俊一

平間 稚佳子 船員保険大阪健康管理センター

平松 佐和子 阪本胃腸・外科クリニック

平松 省三 日本予防医学協会

廣瀬 直美 堺市立総合医療センター

廣田 美穂 大阪府結核予防会

福本 和宏

藤居 勉 妻鹿整形外科

藤澤 大輔 三井住友銀行大阪健康サポートセンター

藤田 陽蔵 大阪がん循環器病予防センター

藤野 由香 桜十字グランフロント大阪クリニック

藤本 信幸 祐生会みどりヶ丘病院

藤本 浩員

藤本 大樹 育和会記念病院

法人格は省略しています
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大阪府 藤原 由佳 大阪府結核予防会

古川 勝治 愛仁会総合健康センター

古川 剛也 大阪市健康局保健所

星山 太 松下記念病院

堀 俊彦 日本予防医学協会西日本事業部

本田 拓海 ヘルスコープおおさか病院

本田 寛勝 船員保険大阪健康管理センター

前田 晶子 大阪ガス株式会社

眞杉 徹

松井 英男 済生会富田林病院

松岡 信広 大阪府結核予防会

松島 正直 星ヶ丘厚生年金病院

松葉 敏之

松本 彩

松本 勝浩 福田総合病院

松本 憲一

松本 伸介 大阪府済生会富田林病院

松本 高幸 大阪府結核予防会

松元 誠 松下記念病院

松本 良江 厚生会心斎橋クリニック

馬渕 隆之

三浦 一利 大阪がん循環器病予防センター

三上 優貴 大阪府結核予防会

三木田 憲一 野崎徳洲会病院

美﨑 昇 恵生会病院

三島 久典 関西労働保健協会千里LC健診センター

三谷 雅彦

南 智也 ペガサス馬場記念病院

峯山 和之 住友生命総合健診システム

宮越 亮平 大阪府結核予防会

宮村 典士

向井 一也 ペガサス馬場記念病院

武舎 晃路

村井 憲司

村上 渡 大阪中央病院

村田 智子 済生会富田林病院

村田 博 あけぼの会あけぼのＧＭクリニック

桃井 彰子 恵生会恵生会病院

森 昭弘 大阪府済生会富田林病院

森 恵 南大阪病院

森川 修

森下 昌之 医真会八尾総合病院

盛野 裕文 大阪市健康局保健所

法人格は省略しています
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大阪府 柳井 英男 井上病院

柳瀬 るり子 市立枚方市民病院

山内 晋司 大阪ニット健康保険組合 ニット保健センター

山岡 一成 吹田市徳洲会病院

山木 博 大阪府結核予防会

山口 健人 大阪がん循環器病予防センター

山口 眞紀 健昌会近畿健診センター

山崎 祐一郎 厚生会

山下 拡治 敬節会西中島クリニック

山田 淳子 大阪物療大学

山田 正宣 南大阪病院

山田 裕太 聖授会フェスティバルタワー健診センター

山田 幸恵 啓明会相原病院

山本 兼右 大阪物療大学

山本 純也 ガラシア会　ガラシア病院

山本 泉太郎 新長掘診療所

山本 健生 博悠会名取病院

山本 洋史 恵生会恵生会病院

山本 幸男

山本 涼介 市立ひらかた病院

横山 元英 近畿健康管理センター

吉岡 宏真

吉岡 義文 多根クリニック

吉川 悌江

吉澤 秀樹 近畿健康管理センター

吉田 敬治 徳洲会東大阪徳洲会病院

吉田 拓司 健昌会淀川健康管理センター

吉本 勝

米岡 敏雄 松吉会松吉医院

琉 秀光 徳洲会八尾徳洲会総合病院

若松 宏幸 済生会新泉南病院

脇村 聡 星ヶ丘厚生年金病院

和久本 義昌

渡利 淳一

兵庫県 赤松 曉

阿南 友季子 兵庫県健康財団

安部 喜博

去来川 ゆかり 兵庫県健康財団

石田 仁士 兵庫県予防医学協会

一井 利純 姫路市医師会

一橋 晃央 姫路市医師会

今井 智恵子

上田 つた子

法人格は省略しています
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兵庫県 上山 資子 姫路市医師会

内田 道代

江口 朋宏 兵庫県健康財団

恵美 省吾 兵庫県健康財団

大川 恵梨奈

大西 佳恵 姫路市医師会

岡 武良 姫路市医師会

岡田 孝 空地内科院

小原 直美

交野 彌榮子 兵庫県健康財団

金澤 範子 姫路市医師会

川上 範文 柏原赤十字病院

河野 昭博 兵庫県健康財団

岸本 浩一 加古川総合保健センター

楠本 利治 兵庫県健康財団

後藤 綾子 兵庫県健康財団

後藤 健太郎 姫路市医師会

小林 誓 兵庫県健康財団

坂上 卓矢 関西労災病院

佐久間 智康

定 昭彦 JCHO神戸中央病院

佐藤 彰則

志賀 いずみ 西宮市医師会診療所

嶋田 安信 姫路市医師会

志水 有輝 特定財団清良会書写病院

下村 耕司 兵庫県予防医学協会

宿南 浩二 兵庫県厚生農業協同組合連合会

末次 剛 兵庫県健康財団

菅原 遥子

世良 晴貴 加古川総合保健センター

田川 嘉之 明海病院

武田 景子 西宮市医師会診療所

竹田 修治

田中 和良 加古川総合保健センター

樽岡 照知 明和病院

樽本 佳樹 姫路赤十字病院

千巖 久美子 兵庫県予防医学協会

天良 昌弘 姫路市医師会

土井 真一 吉徳会あさぎり病院

永井 香織 西宮市医師会

中尾 照彦 市立伊丹病院

永尾 剛 多可赤十字病院

中川 和之 姫路市医師会

法人格は省略しています
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兵庫県 西尾 由華里 伍仁会岡本クリニック健診センター

拜原 正直 神戸大学医学部附属病院

萩原 正芳 姫路市医師会

橋本 哲夫 日本健康倶楽部

長谷川 敦 みなとクリニック

濱 良道 陸上自衛隊中部方面衛生隊

弘中 良尚 姫路市医師会

福田 充 明和病院

福永 洋子 姫路市医師会

福本 裕介 姫路市医師会

藤林 敏昭 河合医院

藤本 加奈子 近畿健康管理センター

船塚 理恵 兵庫県予防医学協会

松永 俊介

松原 香名 岡本クリニック健診センター

美土路 英明 兵庫県予防医学協会

宮下 素純

村上 泰教

森上 真弓

矢形 真一 高砂西部病院

山口 博司 加古川総合保健センター

山口 昌一

山里 克巳 正峰会大山記念病院

山下 梢子

山田 彩弥香 西宮市医師会

山中 香帆 京都工場保健会

横山 浩二

米村 雅之 河合医院

渡辺 一郎

渡邉 佐知子 京都工場保健会

奈良県 荒堀 美佳子

飯田 真衣 JCHO大和郡山病院

石橋 愛史 奈良県健康づくり財団

栄山 圭俊 奈良健診企画

岡崎 忠司

奥田 晃英 中井記念病院

川岡 貴子 松本快生会西奈良中央病院

幸田 和章 奈良社会保険病院

小崎 廣志 健康支援三恵三恵診療所

小西 進 奈良県健康づくり財団

坂上 光典 榎本医院

嶋田 容子 学研奈良乳腺クリニック

生賀 利雄 ナック健康管理センター

法人格は省略しています
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奈良県 白沢 善敏 奈良社会保険病院

辰巳 明 奈良市総合医療検査センター

田中 宏明 葛城メディカルセンター

田畑 昌子 奈良県健康づくり財団

中川 和則 奈良県健康づくり財団

中川 泰二 奈良県健康づくり財団

濱野 晃司 奈良市総合医療検査センター

飯田 隆行 ニッセイ聖隷健康福祉財団

廣岡 重孝

松宮 建雄 白庭病院

宮﨑 眞実 健康支援センター三恵

村﨏 弘一

森下 健一 健康支援三恵三恵クリニック

安丸 重雄 ナック健康管理センター

山本 誠仁

余米 克美 奈良市総合医療検査センター

吉岡 ゆかり

和歌山県 岩本 英二 NSメディカル・ヘルスケアサービス

大畑 直幸 和歌山県民総合健診センター

春日 和人

葛原 覚 稲穂会病院

川崎 秀樹 国保野上厚生総合病院

楠山 隆也 富田病院

小岡 賢司 和歌山県民総合健診センター

國眼 勇 南労会紀和病院

小林 栄志 和歌山県民総合健診センタ−

米谷 孝史 橋本市民病院

澤田 将利

島貫 純一 和歌山県民総合健診センター

寺本 貴裕 黎明会健診センター・キタデ

寺本 毅

西 信次 社会保険紀南病院

藤本 佳文 橋本市民病院

前田 穣資

松田 直紀

森本 直均 和歌山県民総合健診センター

山崎 純

法人格は省略しています


