
第 3 回（2020 年・2021 年・2022 年度）消化器がん検診総合認定医試験結果 
 
総合認定医試験合格者：145 名 
 
《北海道⽀部》 
鈴⽊  肇    髙⼭  歳三    津⽥  桃⼦   栃原  正博    ⻑川  達哉 
藤⾕  幹浩    三宅  由⾥⼦    渡   ⼆郎     
 
《東北⽀部》 
浅野  直喜    荒   誠之    川越  圭    齋藤  晃弘    佐藤  元春 
神   万⾥夫    鈴⽊  彰⼦    ⾼橋  信孝    枡   かおり   
 
《関東甲信越⽀部》 
有賀  啓之    有間  修平    ⽯橋  史明    伊藤  恭⼦    伊藤  実 
乾   正幸    岩本  淳⼀    ⼤澤  智徳    岡   政志    ⼩川  智⼦ 
荻原  伸悟    ⼩野  千尋    ⼩野  未来代    ⾦⼦  桂⼠    川上  智寛 
菊⽥  ⼤⼀郎    北川  博之    北沢  尚⼦    久野⽊  直⼈    栗本  靖⼦ 
⼩林  望    ⼩栁  亮太    澤⽥  幸久    清⽔  康博    下井  銘⼦ 
下⼭  友    須⼭  正幸    善如寺  明⼦    髙⽊  浩⼀    髙⽊  精⼀ 
髙⽊  暁也    髙橋  悠    ⽥中  昭⽂    ⽟井  拙夫    堤   菜津⼦ 
寺⽥  昌弘    中河原  浩史    中島  禎⼀     中橋  栄太    堀部  俊哉 
⾺嶋  健⼀郎    松尾  康正    松下  典正    松⽥  尚久    松本  ⼒雄 
安⽥  宏    ⼤和  彩乃    ⼭道  信毅    湯橋  ⼀仁    ⽶⽥  啓三 
渡邉  ⼀宏     

 
《東海北陸⽀部》 
安藤  拓也    市川  京⼦    宇野  甲⽮⼈    ⼤橋  知世    ⼤森  崇史 
岡⽥  明⼦    加藤  瑛    ⽊村  成⾥    清⽔  恵理奈    ⾼嶋  吉浩 
富松  英⼈    ⻄   祐⼆    廣岡  芳樹    藤⽥  昌春    松浦  哲⽣ 
湯村  崇之    吉岡  ⼤介    

 
《近畿⽀部》 
遠藤  ⽂司    ⼤久保  美歩    ⼤橋  真也    勝部  智也    ⾨屋  誠 
北野  悟    久禮  泉    佐々⽊  有⼀    佐野村  珠奈    島   伸⼦ 
⾼櫻  ⻯太郎    髙栁  成徳    ⽥中  順⼦    ⽟置  美賀⼦    椿本  由紀 
中井  理惠    野村  勉    福島  豊実    星野  好則    堀松  ⾼博 
的野  智光    宮腰  ⼤輔    森   敬弘    柳   直⼦    ⼭崎  道夫 
⼭本  達雄     

 
 



《中国四国⽀部》 
鎌村  真⼦    川上  源太    ⾓南  泰志    ⾓   直樹    津⽥  孝治 
野津  巧    檜垣  真吾    藤⽥  穣    松下  公紀    松原  ⼣⼦ 
森   純⼈    ⽮川  智仁       

 
《九州⽀部》 
⽯川  玲⼦    ⽯⽥  隼⼀    稲吉  康治    采⽥  憲昭    遠藤  広貴 
緒⽅  伸⼀    緒⽅  健志    尾崎  幹    加藤  雅俊    國武  恵明 
古閑  千裕    ⽩⽯  慶    末廣  剛敏    瀬⼾⼭  仁    ⽥村  次朗 
當間  智    ⻑嶺  直治    英   妙⼦    福⽥  英⼀郎    松浦  秀司 
三浦  浩美    南   寛之    

 
                                                                        以上 


