
九州支部

2020年1月14日現在

勤務先県 氏 名 施設名

福岡県 赤司 広太

明石 美羽 高邦会福岡山王病院

安部 知佐子

荒木 景子 福岡労働衛生研究所

有馬 武史 メディカル・サポーティング

淡野 寛司 聖マリア病院

安楽 桂子

飯野 慎一 西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所

池谷 陽

石橋 奈緒

石本 裕二 福岡県すこやか健康事業団

伊藤 紀世人 春成会樋口病院

伊藤 守人

井上 友紀 後藤外科胃腸科医院

井山 俊之 飯塚医師会検診検査センター

伊豫 武志 社会雪の聖母会聖マリア病院

岩尾 光洋 特定財団博愛会博愛会病院

岩﨑 尚正

上木 周太郎

内田 勇雄 朝倉医師会病院

内田 千穂 九州健康総合センター

宇都 竜宏 北九州産業衛生診療所

梅野 翔太

江口 恵子 芦屋中央病院

江崎 有樹

大石 哲也 福岡労働衛生研究所

大久保 明子

大津 千恵 船員保険福岡健康管理センター

大塚 浩志 水光会宗像水光会総合病院

大原 淳子 福岡労働衛生研究所

緒方 勝親 福岡県結核予防会

小川 日真紀 福岡山王病院

小澤 尚久

梶嶋 哲雄 麻生飯塚病院

加藤 宏章 福岡労働衛生研究所

鎌田 昌弘

川崎 直正 九州厚生年金病院

川原 善行 飯塚病院

北原 智之 高邦会高木病院

桐谷 綾 福岡県すこやか健康事業団

具志 秀和 福岡県すこやか健康事業団

栗山 智行

黒木 健公

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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福岡県 桑野 辰美 福岡市健康づくりサポートセンター

古藤 貴樹 日本健康倶楽部福岡支部

最所 誉 高邦会福岡山王病院

酒井 博幸

坂田 雄一 医療情報健康財団

坂本 和翔 高邦会福岡山王病院

佐藤 明美 小倉医師会

澤村 敏幸 芦屋中央病院

塩津 弥佳 戸畑共立病院

柴田 康裕 八幡総合病院

城野 義孝 アールス

白土 浩一 中間市立病院

新原 直通 誠心会井上病院

末松 正義

末吉 啓太 九州健康総合センター

鈴木 さおり

鈴木 洋平 JCHO九州病院

千住 昭博 高邦会高木病院

高尾 秀明 原三信病院

高木 優 福岡労働衛生研究所

高橋 珠実 西日本産業衛生会福岡健診診療所

武富 彩

田下 徹

立花 俊成

中馬 優子 親愛天神クリニック

鶴原 雅博

寺岡 智子 九州健康総合センター

藤 美鈴 福岡県結核予防会

東條 道徳 人間ドックセンターウェルネス

刀根 祐子 福岡県すこやか健康事業団

中尾 興治 福岡県すこやか健康事業団

永松 洋平 パブリックヘルスリサーチセンター

中村 恵子 桜十字福岡病院

仲村 正子 福岡労働衛生研究所

中村 嘉男

南條 真希子

南里 和也 医療情報健康財団

新穂 和樹 西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所

西田 健一 高邦会高木病院

西田 菜穂 高邦会高木病院

西田 晴美

西村 英紀 相生会宮田病院

二宮 聖子 親愛天神クリニック

法人格は省略しています
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福岡県 野口 文成 船員保険福岡健康管理センター

野口 真理

花房 和彦 西日本産業衛生会

浜崎 梨沙 小倉医師会健診センター

原田 麻由 人間ドックセンターウェルネス

日野 祥悟 九州厚生年金病院

日吉 香奈子

平嶋 照代 日本予防医学協会九州センター

平島 真紀子

廣井 輝勝

廣島 美子 高邦会福岡山王病院

弘中 杏奈 親愛天神クリニック

福満 誠一

藤田 繁幸 飯塚病院

藤本 清記

二子石 直樹 社会天神会新古賀病院

淵上 明彦

堀 祐輔 高邦会高木病院

前田 隆之 高邦会福岡山王病院

前之園 康太 JCHO九州病院

増田 健一 宗像水光会総合病院

松尾 友貴 福岡県結核予防会

松尾 義幸 JCHO久留米総合病院

松山 純子 小倉医師会健診センター

丸山 竜也 社会雪の聖母会聖マリア病院

光田 小百合 西日本産業衛生会北九州健診診療所

宮尾 和匡 福岡県結核予防会

宮崎 泰治 福岡県結核予防会

宮嵜 義章 九州医療センター

宮原 真太郎 高木病院

向 梨華 福岡労働衛生研究所

村上 聡朗

村上 智隆 小倉医師会健診センター

村山 裕美

森 一宏 親愛天神クリニック

森 隆

森山 史香 社会天神会新古賀クリニック

彌永 由美子 博愛会人間ドックセンター

柳原 弘美

山口 裕司

山崎 美樹 九州中央病院

山田 利勝 医療情報健康財団クリニック

弓削 幸恵 博愛会ウェルネス天神

法人格は省略しています



九州支部

2020年1月14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）

福岡県 吉住 智章

吉原 宏一

吉松 友希 福岡県すこやか健康事業団

米満 勝太 船員保険会船員保険福岡健康管理センター

若山 隆 西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所

和田 裕子 西日本産業衛生会北九州健診診療所

渡邉 さつき

渡部 徹 飯塚医師会検診検査センター

渡邊 壽子

佐賀県 青木 玲奈

伊東 剛輝 佐賀県産業医学協会

上田 ゆり 佐賀県健康づくり財団

笠井 裕史 如水会今村病院

中富 崇史 佐賀中部病院

西山 健二 やよいがおか鹿毛病院

日高 義時 如水会今村病院

力武 沙也香 如水会今村病院

長崎県 伊藤 淳一

大津 名波 博愛会哲翁病院

大槻 卓矢 博愛会哲翁病院

川原 寿 長崎県健康事業団

酒井 恵梨子 博愛会哲翁病院

白田 健二 長崎県健康事業団

高見 晋弘 白十字会佐世保中央病院

堤田 満 西九州健康診断本部診療所

馬場 博登 長崎県健康事業団

林 賢信 長崎県健康事業団

藤川 浩司 北松中央病院

前田 昌宏

宮崎 浩二 長崎県健康事業団

本村 志武輝 長崎県健康事業団

山下 勝美 諌早総合病院

山村 栄一 長崎県健康事業団

山本 晋也

熊本県 池田 安代 熊本県総合保健センター

井手 将文 熊本県総合保健センター

井上 裕之 JCHO天草中央総合病院

井上 淑博 済生会熊本病院

岩橋 泰弘

岩橋 優子 熊本県厚生農業協同組合連合会

江藤 清隆 日本赤十字社熊本健康管理センター

岡田 勲

小野 博 熊本県厚生農業協同組合連合会

法人格は省略しています
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熊本県 北村 伸雄 熊本県総合保健センター

作村 浩道

竹内 結 日本赤十字社熊本健康管理センター

谷崎 雄樹 八代市医師会健診センター

築地 時久 熊本市医師会ヘルスケアセンター

中島 佳子 日本赤十字社熊本健康管理センター

永本 義己

成本 俊文 桜十字桜十字病院

西田 和隆 日本赤十字社熊本健康管理センター

畑農 博英 済生会熊本病院

日高 美子

平川 基一 熊本県総合保健センター

平山 好樹 JCHO熊本総合病院

本郷 靖夫 熊本県総合保健センター

三浦 陽子 熊本県総合保健センター

水島 隼 菊池養生園保健組合

三角 正俊 熊本県総合保健センター

宮崎 秀庸 済生会熊本病院

村 卓哉 球磨郡公立多良木病院

本門 佐知子 熊本県総合保健センター

森 猛

山下 啓祐 天草中央総合病院

山下 貴士 潤心会熊本セントラル病院

山田 耕一郎 済生会熊本病院

山本 高弘 熊本県総合保健センター

米満 恵美

大分県 東 隆一郎 井野辺府内クリニック

足立 和也 三杏会おおいた健康管理センター

安部 登志男 大分県地域成人病検診センター

池田 順一 国東市民病院

板井 孝二 臼杵市医師会立コスモス病院

伊東 肇 大分県厚生連健康管理センター

大下 哲也

奥畑 泰之

加来 弘明 大分県地域保健支援センター

神野 修児 天心堂へつぎ病院

城野 恵美 おおいた健康管理センター

内藤 秀一

中岡 静香 大分労働衛生管理センター

西田 敦志 大分県地域成人病検診センター

野中 久広 大分県地域成人病検診センター

藤原 誠

古川 邦康

法人格は省略しています
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大分県 松田 里枝 善昭会オアシス第二病院

山本 順次

屋良 敏郎 大分県地域成人病検診センター

渡辺 善伸 宇佐高田地域成人病検診センター

宮崎県 大窪 博之

大山 卓哉 古賀総合病院

神谷 光幸

川野 秀文

坂本 さつき 宮崎県健康づくり協会

坂元 俊一

菅 晋介 宮崎市郡医師会成人病検診センタ－

沼口 誠 宮崎県健康づくり協会

松尾 知章 宮崎県健康づくり協会

鹿児島県 荒木 研太 ヘルスサポートセンター鹿児島

有馬 大輝 鹿児島県民総合保健センタ－

井出口 英明 鹿児島県民総合保健センター

江平 俊雄

緒方 和男 ヘルスサポートセンター鹿児島

押 嘉美 MCR

栫 祐幸 鹿児島厚生連病院

加藤 直樹 ヘルスサポートセンター鹿児島

上釜 健作 慈愛会今村病院

上村 愛美

上舞 優介 慈愛会いづろ今村病院

駒水 義文

重信 隆彰 鹿児島県民総合保健センター

谷口 正樹 鹿児島県民総合保健センター

田原 大慎

恒吉 雅也

中内田 健次

長瀬 大輔

中村 道雄 鹿児島厚生連病院

西 憲文

西田 隆司

沼口 紀一

萩原 純久

林 俊一 ヘルスサポートセンター鹿児島

日高 稔 鹿児島共済会南風病院

平賀 真雄 昭山会佐藤医院/USパートナー

深谷 秀一 鹿児島県民総合保健センター

藤田 泰弘 ヘルスサポートセンター鹿児島

藤山 基

二間瀬 竜太 慈愛会今村病院分院

法人格は省略しています
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鹿児島県 淵脇 崇史 鹿児島共済会南風病院

松元 修 鹿児島県民総合保健センター

恵 智徳

山本 真照 ヘルスサポートセンター鹿児島

米倉 英治 ヘルスサポートセンター鹿児島

若松 祐三

脇田 慎一

沖縄県 有働 江梨奈 中部地区医師会検診センター

宇良 孝信

大隣 幸代

加藤 好伯

喜納 裕一

金城 良次 沖縄県総合保健協会

城間 政敏 社会敬愛会中頭病院

豊里 麻衣 中部地区医師会検診センター

平安山 鉄兵

與那覇 勝博 中部地区医師会立成人病検診センター

與那嶺 結美 沖縄赤十字病院

法人格は省略しています


