
⽇本消化器がん検診学会指導医名簿（都道府県） 
2020.12.10 版 

関東甲信越⽀部 
勤務先県 
茨城県 ⽣⽅ 英幸 海⽼原次男 太⽥代安律 影⼭ 隆久 樫村 博正 

⾦原 章郎 齋藤 洋⼦ 佐久間正祥 佐藤 忠夫 菅野 千秋 
中原  朗 仁平  武 平井 信⼆ 藤枝 邦昭 松本 和美 

 
栃⽊県 ⽯川  勉 ⼤和⽥恒夫 ⾼後  裕 髙⽥ 悦雄 ⽥中 英顕 

知花 洋⼦ ⼟⽥ 智⼀ 難波美津雄 原 美佳⼦ ⽐企 達男 
藤沼 澄夫     

 
群⾺県 五⼗嵐 健  乾  純和 ⼤嶋  寛 ⼩板橋 毅 ⼩暮 道夫 

⼩林 ⼆郎 酒井 良典 関⼝ 利和 萩原 廣明 宮崎  誠 
茂⽊ ⽂孝 ⼭⽥ 昇司    

 
埼⽟県 ⼩野寺⼤吾 ⾦澤 雅弘 杉村 ⽂昭 須⽥ 健夫 中野  真 

野中 達也 渕上 博司 三橋 敏武 三吉  博   
 
千葉県 倉⼭ 英⽣ ⼩笹  潔 ⼩林 茂雄 佐藤 友美 中條 秀夫 

⻑浜 隆司 ⻄川 貴之 林   學 原澤 尚登 武藤  弘 
⼭⼝ 和也 ⾚井 祐⼀    

 
東京都 浅倉 禮治 荒井  肇 荒井  良 ⽯川 昌澄 今武 和弘 

⼊⼝ 陽介 岩崎 有良 宇野 昭毅 鵜浦 達也 ⼤野  仁 
⼤野 康寛 岡崎 睦也 岡野 憲義 ⼩川 眞広 ⼩⽥ 丈⼆ 
⼩野 良樹 ⾓ みどり 梶原 周⼆ 加藤 良郎 川⼝  淳 
川村  洋 ⽇下  圭 熊倉 泰久 栗原 ⻯⼀ ⼩橋 恵津 
斎藤 達也 佐伯  剛 坂⾕  新 坂本 光史 笹川 道三 
佐々⽊清寿 佐々⽊徳雄 ⾼⽊ 浩⼀ ⽥中 基樹 ⽟⼭ 隆章 
⽥村 政紀 鶴井 光治 冨野 泰弘 冨松 久信 永尾 重昭 
中川 克也 中島 寛隆 七海 暁男 ⾺場 保昌 濱島ちさと 
平井 貴志 平沼 孝之 渕上 正弘 古川 秀和 松久 威史 
三⽊ ⼀正 ⽔⾕  勝 ⽔野 滋章 宮原  透 椋棒  豊 
森⼭ 光彦 ⼋巻 悟郎 ⼭⾥ 哲郎 ⼭⽥ 弘徳 ⼭本  ⿍ 



勤務先県 
東京都 由良 明彦 渡邉 圭三    
 
神奈川県 阿部 政直 ⽯野 順⼦ ⼤⻄ 洋英 佐島 敬清 下⼭  友 

鈴⽊  修 鈴⽊ 康元 ⽵原 靖明 ⻄⼭  ⻯ 藤⽥由⾥⼦ 
細川  治 前⽥  淳 増⽥ 英明 村⽥ 厚  

 
⼭梨県 ⼩林 ⼀久 志村 博基 依⽥ 芳起   
 
⻑野県 社浦 康三 須澤 博⼀ ⼟屋 ⽂夫 新澤 真理 松﨑  廉 
 
新潟県 ⼩越 和栄 斎藤 征史 佐藤 敏輝 澤中 信⾏ 中村 忠夫 

樋⼝ 義健     
 


