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大腸 CT 検査認定技師 （都道府県別） 

2022.10.01 

関東甲信越支部  

勤務先都道府県 氏名 勤務先 

茨城県 ⼤瀧 敦 川﨑胃腸科肛⾨科病院 

澤⽥ 泰考 ⽔⼾⾚⼗字病院 

椎名 利幸 株式会社⽇⽴製作所 ⽇⽴健康管理センタ 

⽩井 純⼀ 株式会社⽇⽴製作所 ⽇⽴健康管理センタ 

林 達也 茨城保健⽣協 城南病院 

福島 聖之 ⿓ヶ崎済⽣会病院 

栃⽊県 ⿑藤 公平 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 栃⽊医療センター 

武⽥ 裕貴 医療法⼈ 北⽃会 宇都宮東病院 

⼭崎 友美 医療法⼈ 北⽃会 宇都宮東病院 

群⾺県 岩宗 裕⼈ 館林記念病院 

埼⽟県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⽯井 克⼰ 埼⽟県央病院 

菊池 祐⾥菜   

武⽥ 康弘 医療法⼈ 献⼼会 川越胃腸病院 

根岸 渉 医療法⼈ 花仁会 秩⽗病院 

福島 正樹 医療法⼈ 武蔵野総合病院 

藤井 ⼤悟 社会医療法⼈財団 ⽯⼼会 埼⽟⽯⼼会病院 

三宅 努 埼⽟県央病院 

安川 純⼀ 医療法⼈ 永仁会 ⼊間ハート病院 

⽮部 智 越⾕市⽴病院 

横島 義則   
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勤務先都道府県 氏名 勤務先 

埼⽟県 吉村 公⼀ 医療法⼈ 献⼼会 川越胃腸病院 

鷲峰 英⾏ 医療法⼈ 武蔵野総合病院 

千葉県 ⼤⽵ ⼀成 船橋⼆和病院 

⽊村 茂 地⽅独⽴⾏政法⼈ さんむ医療センター 

齋藤 集⼈ ⻲⽥総合病院附属幕張クリニック 

佐藤 暢夫 辻仲病院柏の葉 

関 耕治 船橋⼆和病院 

廣部 良治   

藤原 正則 ⻲⽥総合病院附属幕張クリニック 

三浦 潤⼀ 国保多古中央病院 

吉川 瑠夏 医療法⼈ 福岡桜⼗字 桜⼗字福岡病院 

東京都 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋野 哲男 医療法⼈財団 中⼭会 ⼋王⼦消化器病院 

粟國 成昭 品川シーズンテラス健診クリニック 

荒⽊ 美菜⼦   

⽯井 昇平 医療法⼈社団 進興会 ⽴川北⼝館 

伊⼭ 篤 榊原サピアタワークリニック 

⼤友 あかり 医療法⼈社団 進興会 ⽴川北⼝健診館 

緒⽅ 由理亜 医療法⼈社団 進興会 ⽴川北⼝健診館 

掛川 彩加 社会福祉法⼈ 聖⺟会 聖⺟病院 

⽚岡 愛佳 三⽥国際ビルクリニック 

加藤 ⼤輔 東京医科⼤学病院 

加藤 慎治 医療法⼈社団 直和会  平成⽴⽯病院 

⾦⼭ 努 平塚胃腸病院 
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勤務先都道府県 氏名 勤務先 

東京都 菊池 知哉 医療法⼈財団 中⼭会 ⼋王⼦消化器病院 

菊地 博敦 （公財）東京都保健医療公社 東京都がん検診センター 

⼩林 千尋 （公財）早期胃癌検診協会附属 茅場町クリニック 

佐藤 靖雄   

⽩⼟ 智之 医療法⼈財団 中⼭会 ⼋王⼦消化器病院 

進藤 良昭 ⽇本健康開発財団東京⼋重洲総合健診センター 

⽥中 拓洋 （公財）東京都保健医療公社 東京都がん検診センター 

⾕野 祐⼦ 豊島病院 

東條 利恵 帝京⼤学医学部附属 新宿クリニック 

豊髙 修⼆ 帝京⼤学医学部附属病院 

中⽥ 真路 ⼀般社団法⼈ 練⾺区医師会医療健診センター 

本郷 嘉史 品川シーズンテラス健診クリニック 

松本 裕治 （公財）東京都保健医療公社 東京都がん検診センター 

真野 こずえ   

宮嵜 義章 国⽴がん研究センター中央病院 

向本 哲⽣ 東京医科⼤学病院 

⼭岸 史明 （公財）東京都保健医療公社 東京都がん検診センター 

⼭崎 哲史 帝京⼤学医学部附属病院 

⼭﨑 芳恵 品川シーズンテラス健診クリニック 

渡辺 由⼀ あけぼの病院 

渡辺 理恵 三⽥国際ビルクリニック 

神奈川県 塚原 裕徳 ⼀般財団法⼈ ヘルス・サイエンス・センター 

⼭梨県 芦澤 健吾 ⼭梨県厚⽣連健康管理センター 
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勤務先都道府県 氏名 勤務先 

⻑野県 ⽊下紘⼀朗 医療法⼈ 昭伊会 まるやまファミリークリニック 

⼆瓶 朗⼦ あおぞらクリニック 

速⽔ 毅 佐久医療センター 

⼭岸 慎 社会医療法⼈ 財団慈泉会 相澤病院 

新潟県 海津 ⽐呂史 新潟県労働衛⽣医学協会 プラーカ健康増進センター 

佐藤 洋志 上越地域総合健康管理センター 

冨⽥ 美千⼦ 新潟県労働衛⽣医学協会 

永野 優⼦ ⼀般社団法⼈ 新潟県労働衛⽣医学協会 

廣瀨 泰治 上越医師会 上越地域総合健康管理センター 

⼭崎 由紀 新潟県労働衛⽣医学協会 

 


