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勤 務 先 県 施 設 名

鳥取県 池嶋 道夫 博愛病院

上野 裕介 博愛病院

大槙 隆行 中国労働衛生協会

奥田 正義 中国労働衛生協会鳥取検診所

小西 哲生 鳥取生協病院

槇原 保男 博愛病院

松本 孝文 博愛病院

三宅 二郎 鳥取県保健事業団

山澤 学志 博愛病院

島根県 石倉 慎士 JA島根厚生連

今岡 伸治 こなんホスピタル

内田 量弘 島根県環境保健公社

大輝 正 島根県環境保健公社

川中 弘之  

栗原 康平 島根県環境保健公社

児玉 亜紀子 島根県環境保健公社

佐々木 孝志 島根県環境保健公社

城市 郁夫 島根県厚生農業協同組合連合会

田後 明子 日立記念病院

中澤 秀敏 松江赤十字病院

中島 香 島根県環境保健公社

中村 晃司 公立邑智病院

樋野 秀樹 島根県環境保健公社

廣江 友和 松江生協病院

古川 春美 松江赤十字病院

丸 修 島根県環境保健公社

山田 勝志 町立奥出雲病院

和田 清 松江市立病院

岡山県 安倉 真司 淳風会健康管理センター

阿部 幸平 倉敷中央病院

石川 哲也 川崎医科大学附属病院

板野 晃子 岡山県健康づくり財団

伊丹 圭介 倉敷成人病センター

植田 敬子 中国労働衛生協会津山検診所

大角 博久 淳風会健康管理センター

王田 順久 倉敷中央病院

太田 義正 岡村一心堂病院

大西 健夫 健康管理センター倉敷

岡崎 充伸

岡本 昌之

奥田 圭一 倉敷中央病院

尾島 充 倉敷リバーサイド病院

川名 敦子 岡山クリニック

胃がん検診専門技師名簿（都道府県別）

氏 名

※法人格は掲載しておりません。
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岡山県 菊井 守 倉敷中央病院

木科 雅也

木村 貴之 岡山県健康づくり財団

草加 晶弘 ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック

黒木 圭介 岡村一心堂病院

黒木 美樹 倉敷成人病健診センター

黒瀬 昭良 岡山県健康づくり財団

玄馬 勝弘 倉敷第一病院

河内 秀文 昭和町健康管理センター

小林 聖二 倉敷第一病院

小林 美耶子

佐々木 与子 岡山中央病院

貞利 英之  

田邉 勲 倉敷成人病センター

谷川 大祐 ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック

田原 豊弘 岡村一心堂病院

土本 明葉 岡山県健康づくり財団

常清 裕美 水島協同病院

中島 明久 岡山県健康づくり財団

新田 容子 昭和町健康管理センター

橋口 雄助 光生病院

花房 和彦

原本 俊輔 岡村一心堂病院

平 定一郎 倉敷中央病院

藤 照正 倉敷成人病センター

藤原 洋司 岡山県厚生農業協同組合連合会

松田 卓也 福嶋医院

松田 祐司 倉敷成人病センター

宮尾 俊廣 倉敷中央病院

宮崎 圭一郎 国定病院

森 大樹 倉敷リバーサイド病院

森部 智之 岡山県労働基準協会労働衛生センター

森本 真一 倉敷第一病院

門内 弘英

山神 涼一 岡山県健康づくり財団

山本 和幸 財団法人倉敷中央病院

吉形 香織 昭和町健康管理センター

吉田 勝 津山中央病院

吉原 康了 倉敷成人病センター

渡辺 庄一 昭和町健康管理センター

広島県 相賀 浩子 広島赤十字・原爆病院

赤木 幹男 市立三次中央病院

安西 秀司 アルパーク検診クリニック

飯倉 啓晶

※法人格は掲載しておりません。
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広島県 石川 祐三 日本鋼管福山病院

石田 康浩 中島土谷クリニック健診センター

井手 壮太  

今田 直幸 土谷総合病院

今村 郁夫 広島県地域保健医療推進機構

大橋 義隆 アルパーク検診クリニック

大山口 玲子 東広島記念病院

岡田 幸二郎

小川 雄三 公立学校共済組合中国中央病院

小田 伸二 NTT西日本中国健康管理センター

柏井 祐也 東広島記念病院

金原 啓浩 中電病院

釜須 礼子 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター

河野 俊宏 井野口病院

河原 敦史 興生総合病院

川本 哲也 広島共立病院

吉川 健 広島原爆障害対策協議会

小山 綾美 長崎病院

品川 祐樹 広島原爆障害対策協議会

清水 孝彦 東広島記念病院

白川 静 中国労働衛生協会

末岡 祥子 広島中央健診所

曽我部 耕路 広島県地域保健医療推進機構

高橋 美樹

竹内 誠 中国労働衛生協会

田中 由美子 広島中央健診所

田中 百合愛 中国労働衛生協会

谷 一生 福山検診所

谷崎 典史 広島県環境保健協会

田村 隆行 広島大学病院

辻 めぐみ 福山市医師会健康支援センタ−

中垣 健治 広島県地域保健医療推進機構

中垣 美樹

中山 貴裕 公立学校共済組合中国中央病院

野村 ひとみ 朋仁会広島中央健診所

畑山 秀貴 中国中央病院

花本 隆秀 国家公務員共済組合連合会吉島病院

林 詠子 済生会呉病院

原川 貴之

兵間 真三 広島生活習慣病・がん健診センター

平田 貴己  

平野 四朗 アルパーク検診クリニック

冨士田 亮介 広島県環境保健協会

藤野 純一 厚生堂長崎病院

※法人格は掲載しておりません。
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広島県 藤森 裕子 広島中央健診所

藤原 稔

船越 賢吾 尾道総合病院

部村 江未 福山市医師会健康支援センタ−

星田 洋征 福山市医師会総合健診センター

堀江 満恵 公立学校共済組合中国中央病院

升谷 敬彦 中国労働衛生協会

桝本 佳史 広島原爆障害対策協議会

松井 公美子 福山市医師会総合健診センタ−

松岡 洋矢 広島県地域保健医療推進機構

松坂 伸也 エム・エム会クリニック広島健診

松島 文昭 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター

三谷 圭司 尾道総合病院

面谷 耕司 広島原爆障害対策協議会

森江 博 マツダ病院

八重垣 謙二 NTT西日本中国健康管理センター

山田 圭紀 マツダ病院

山本 章夫 福山市医師会健康支援センター

渡辺 健二 長崎病院

山口県 相川 義治

磯部 雅史 宇部興産中央病院

大田 則彦 都志見病院

大中 嘉文 JCHO下関医療センター

金谷 浩三 済生会山口総合病院

川邊 敦子 社会保険下関厚生病院

木下 裕之 岩国市医療センター医師会病院

木村 茂裕 山口赤十字病院

斉藤 右司 山口総合病院

坂田 朋 社会保険下関厚生病院

新藤 茂

末田 修一

菅田 清隆 岩本医院

田中 聡之

田中 信浩 都志見病院

中原 賢吾 山口県予防保健協会

原 和範 岩国中央病院

福永 慎一郎 JCHO徳山中央病院

福原 孝志 山口総合健診センター

藤河 剛志 下関市立市民病院

藤重 伸政 下関市立豊浦病院

古谷 直人 都志見病院

真野 忍 宇部興産中央病院

三宅 里愛

三輪 慎治 水生会柴田病院

※法人格は掲載しておりません。
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山口県 村上 誠一 社会保険下関厚生病院

村田 良典 協愛会阿知須共立病院

守田 敏明 兼清外科

山野井 健 山口赤十字病院

渡辺 厚巳 岩国みなみ病院

徳島県 粟飯原 誠 とくしま未来健康づくり機構

赤岩 寛志 とくしま未来健康づくり機構

安達 美昭 徳島県労働基準協会連合会

岡本 哲也 とくしま未来健康づくり機構

近藤 安

竹内 敏彦 伊月健診クリニック

早瀬 真由美 岩城クリニック

播磨 孝 徳島県総合検診センター

美馬 佳久

矢野 隆生

香川県 荒尾 隆広 香川県総合健診協会

泉谷 尚吾 さぬき市民病院

板倉 謙次 香川県総合健診協会

岩元 繁幸 高松紺屋町クリニック

宇田 和広 三宅医学研究所

大泉 光司 香川県総合健診協会

小笠原 征洋 瀬戸健診クリニック

小林 大輔 財団法人香川県総合健診協会

坂本 欽永 香川県総合健診協会

篠原 裕弥 瀬戸健康管理研究所

多田 明子 エム・アイ・ユー麻田総合病院

竜田 人志 瀬戸健康管理研究所

立本 秀樹

帖地 健志 社会保険栗林病院

長田 賢二 三宅医学研究所セントラルパーククリニック

中村 ゆかり 香川県済生会病院

西江 誠 香川成人医学研究所

西山 千恵 久米川病院

平林 陽一 総合病院回生病院

廣瀬 純一 香川県総合健診協会

深見 孝治 オリーブ高松メディカルクリニック

藤原 裕司 三宅医学研究所

堀河 友和 香川県予防医学協会

松井 真澄

松野 勝也

松本 健志 香川県立中央病院

宮本 侑 NTT西日本高松診療所予防医療センター

愛媛県 石水 敦史 愛媛県総合保健協会

大西 弘高 愛媛県総合保健協会

※法人格は掲載しておりません。
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愛媛県 梶原 篤 愛媛県厚生連健診センター

河田 裕 松山第一病院

木村 浩之 愛媛県厚生農業協同組合連合会

佐藤 哲也 愛媛県厚生連健診センター

玉井 貴基 愛媛県厚生農業協同組合連合会

津田 昭洋

新山 博 松山市医師会健診センター

濱田 覺弘 愛媛県総合保健協会

藤原 政純 愛媛県厚生農業協同組合連合会

保氣口 博 愛媛県総合保健協会

宮野 浩 愛媛県総合保健協会

宮野 由紀 順風会健診センター

宮本 修治 愛媛県総合保健協会

森 高義 NTT西日本松山病院

柳原 洋美 松山市民病院

山内 喜志男 愛媛県厚生連健診センター

高知県 岩井 哲也 高知検診クリニック

大森 教史 高知県総合保健協会

尾崎 弘典 高知県総合保健協会

杉本 洋輔 高知県総合保健協会

西村 忠哲

畑山 隆 高知県総合保健協会

森田 斉 高知県総合保健協会

渡辺 直孝 高知県総合保健協会

※法人格は掲載しておりません。


