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2021 年度大腸 CT 検査技術認定施設 

 

施設名 所在地 常勤大腸 CT検査認定技師 総合認定医名 
認定医名 

(区分：大腸) 

北海道支部 

医療法人彰和会 北海道消化器科病院 北海道 後藤秀樹   

国家公務員共済組合連合会 斗南病院 北海道 高林健・小澤公太 平山眞章  

日本赤十字社 釧路赤十字病院 北海道 松浦潤・小川亜理沙   

東北支部 

公益財団法人 岩手県予防医学協会 岩手県 
久保田憲宏・金濱雄悦・ 

一方井正宏 
  

医療法人社団進興会 せんだい総合健診クリニック 宮城県 林裕子   

公益財団法人 宮城県対がん協会がん検診センター 宮城県 永窪純・石倉弘子・菅野宏之 加藤勝章  

医療法人永仁会 永仁会病院 宮城県 川﨑将   

福島県立医科大学 会津医療センター 福島県 菅野朋史   

医療法人辰星会 枡記念病院 福島県 安部努・高橋良英・佐藤力 永田浩一  

関東甲信越支部 

日本赤十字社 水戸赤十字病院 茨城県 澤田泰考 佐久間正祥  

医療法人一誠会 川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県 大瀧敦   

医療法人六花会 館林記念病院 群馬県 岩宗裕人   

医療法人財団献心会 川越胃腸病院 埼玉県 吉村公一・武田康弘   

医療法人 武蔵野総合病院 埼玉県 福島正樹・鷲峰英行   
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施設名 所在地 常勤大腸 CT検査認定技師 総合認定医名 
認定医名 

(区分：大腸) 

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院附属幕張クリニック 千葉県 藤原正則・ 齋藤集人   

船橋二和病院 千葉県 大竹一成・関耕治   

医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 東京都 金山努 冨松久信  

社会福祉法人聖母会 聖母病院 東京都 掛川彩加   

医療法人榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック 東京都 伊山篤   

公益財団法人東京都保健医療公社 東京都がん検診センター 東京都 
菊地博敦・山岸史明・田中拓洋・ 

谷野祐子 
入口陽介・小田丈二 冨野泰弘 

一般財団法人船員保険会 品川シーズンテラス健診クリニック 東京都 本郷嘉史    

公益財団法人 早期胃癌検診協会附属 茅場町クリニック 東京都 小林千尋 中島寛隆  

あおぞらクリニック 長野県 二瓶朗子   

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 長野県 山岸慎  髙木健治 

東海・北陸支部 

やまだ内科クリニック 岐阜県 三尾景子   

医療法人社団松愛会 松田病院 静岡県 岩月建磨   

JA静岡厚生連 遠州病院 静岡県 山村楠明・筒井克好   

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター 静岡県 村松晴仁・平野昌弘 吉川裕之・相田佳代  

医療法人純正会 小牧第一病院 愛知県 宇佐美勝章・上本高広   

医療法人 山下病院 愛知県 末松誠司 服部昌志・杉山和久 乾和郎 

医療法人秀麗会 山尾病院 愛知県 徳倉正人・尾﨑剛士   

医療法人豊田会 高浜豊田病院 愛知県 増田好輝   

医療法人済衆館 済衆館病院 愛知県 太田直宏   
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施設名 所在地 常勤大腸 CT検査認定技師 総合認定医名 
認定医名 

(区分：大腸) 

医療法人松柏会 大名古屋ビルセントラルクリニック 愛知県 松井洋・間瀬貴文 芳野純治  

医療法人泉会 細野クリニック 愛知県 佐藤直樹   

近畿支部 

甲賀市立信楽中央病院 滋賀県 木下昌昭   

地方独立行政法人 市立大津市民病院 滋賀県 山内聡・野々山裕己   

医療法人社団昴会 東近江市蒲生医療センター 滋賀県 西川昭則 加藤正人・磯野員能 
高祖均・ 

上月孝之 

医療法人知音会 御池クリニック 京都府 足立歳昭・金谷洸希   

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 京都府 

北井孝明・小川武・櫻井勝則・ 

兵藤康弘・臼井和美・森川敬斗・

池田雄士 

  

医療法人健康会 京都南病院 京都府 大西達也   

医療生協かわち野生活協同組合 東大阪生協病院 大阪府 東野博夫・森田賢太朗 藤田昌明  

一般財団法人関西労働保健協会 千里ＬＣ健診センター 大阪府 松原明夫・中谷紋子   

大阪警察病院 大阪府 平山崇光   

医療法人 谷口クリニック 大阪府 矢頭賢太郎   

一般財団法人 住友病院 大阪府 村上惠美   

医療法人協仁会 小松病院 大阪府 岡田和浩・岡田恵理   

医療法人上野会 上野会クリニック 大阪府 清水徳人   

医療法人桜翔会 中辻病院 奈良県 佐藤洋 中辻史好 本田伸行 

社会医療法人黎明会  和歌山県 上久保裕太 李正男・井垣有加里  
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施設名 所在地 常勤大腸 CT検査認定技師 総合認定医名 
認定医名 

(区分：大腸) 

中国・四国支部 

医療法人社団清和会 笠岡第一病院 岡山県 赤澤龍右・安村直樹・木嶋貴史   

社会医療法人清風会 五日市記念病院 広島県 竹本幸平   

徳島健康生活協同組合 徳島健生病院 徳島県 岩野晃明   

KKR高松病院 香川県 
黒木慶一・喜讀裕・新居功章・ 

岡川朋子 
前田剛  

九州支部 

社会医療法人社団高野会 くるめ病院 福岡県 福山剛司・中野勝也   

医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院 福岡県 中村恵子・中藤史乃   

医療法人親愛天神クリニック 福岡県 﨑山遼・森一宏 前田和弘  

社会医療法人春回会 春回会クリニック 長崎県 馬場なつき   

長崎県上五島病院 長崎県 近藤和久・安田貴明   

社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院 熊本県 有馬浩美・前崎孝之 野崎良一・守安真佐也  

医療法人社団順幸会 阿蘇立野病院 熊本県 田中幸成   

津久見市医師会立津久見中央病院 大分県 佐藤潤・川野祥一   

医療法人清涼会 いきめ大腸肛門外科内科 宮崎県 吉井謙一   

医療法人社団隼仁会 大口温泉リハビリテーション病院 鹿児島県 宮下拡光   

 


