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指導施設名 常勤指導医 ⾮常勤指導医 常勤認定医 ⾮常勤認定医

北海道 1
旭川医科⼤学内科学講座消化器・⾎液腫瘍制御内科学分
野

 藤⾕幹浩・安藤勝祥 盛⼀健太郎・上野伸展

北海道 3 札幌医科⼤学腫瘍・⾎液内科  有末太郎・平⼭眞章 (総)

北海道 4
北海道厚⽣農業協同組合連合会札幌厚⽣病院健診セン
ター

萩原武 (総)・寺⾨洋平 (総)・今村哲理 鈴⽊肇

北海道 5 船員保険北海道健康管理センター ⿊河聖 (総)・安保智典 (総)・今村哲理 藤本琴⾳
北海道 6 公益財団法⼈北海道対がん協会札幌がん検診センター ⾜⽴智昭・吉⽥裕司 三宅由⾥⼦
北海道 145 北海道厚⽣農業協同組合連合会旭川厚⽣病院 佐藤智信 (総) 安保⽂恵 (総)
北海道 156 国家公務員共済組合連合会⽃南病院 平⼭眞章 (総) 有末太郎
北海道 174 公益社団法⼈北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 ⽔尾仁志 ⾼⽊秀雄
北海道 199 医療法⼈新産健会スマイル健康クリニック 有末太郎 平⽥健⼀郎
⻘森県 70 公益財団法⼈⻘森県総合健診センター ⽥鎖良樹 岡本勝博 (総)・対⾺健⼀ 佐々⽊博海

岩⼿県 158 公益財団法⼈岩⼿県対がん協会いわて健康管理センター 狩野敦 ⻑澤茂 (総) 鈴⽊俊彦・村上晶彦 (総)
中塚明彦 (総)・鈴⽊昇・藤原隆雄・
永塚健 (総)・秋濱⽞・加藤智恵⼦ (総)

宮城県 13
地⽅独⽴⾏政法⼈宮城県⽴病院機構宮城県⽴がんセン
ター

⼩野寺博義 及川智之

宮城県 76 公益財団法⼈仙台市医療センター仙台オープン病院 伊藤啓 結城豊彦 (総) ⽯⽥⼀彦
宮城県 77 仙台⾚⼗字病院 ⼤楽尚弘 (総) ⼤森信弥 今野豊
宮城県 79 東北⼤学消化器内科 ⼩池智幸 (総) ⼤原秀⼀
宮城県 80 公益財団法⼈宮城県対がん協会がん検診センター 加藤勝章 (総) 渋⾕⼤助 千葉隆⼠ (総)
宮城県 191 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構仙台病院 ⼩林剛 ⼤原秀⼀
秋⽥県 14 秋⽥県厚⽣農業協同組合平⿅総合病院 ⼤久保俊治 中川輝彦
秋⽥県 85 秋⽥⼤学医学部附属病院 ⽯岡知憲 飯島克則
秋⽥県 86 公益財団法⼈秋⽥県総合保健事業団 井上義朗 ・⼾堀⽂雄 (総) 島仁
⼭形県 87 医療法⼈栄和会斎藤胃腸クリニック 三浦⼆三夫 齋藤壽⼀
⼭形県 136 ⼭形県⽴中央病院・⼭形県⽴がん・⽣活習慣病センター 鈴⽊克典 (総) 武⽥弘明 (総) 堺順⼀
⼭形県 200 ⼭形県⽴河北病院 深瀬和利 半⽥和広 (総)
福島県 16 公益財団法⼈福島県保健衛⽣協会 奥秋興寿 星健也・坂本弘明 (総)
東京都 32 ⽇本⼤学病院 ⼩川眞広 (総)・ 今武和弘 (総) ⼭本敏樹 (総) ⻯崎仁美 (総)
東京都 33 公益財団法⼈早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック 中島寛隆 (総) 近藤健司
東京都 36 ⽇本⼤学病院健診センター 今武和弘 (総) ⼭本敏樹 (総)
東京都 38 医療法⼈宝⽣会ＰＬ東京健康管理センター ⼤野仁 (総) ⽟⼭隆章  (総) 荒井順也 (総)
東京都 132 公⽴昭和病院 川⼝淳 (総)・永尾重昭 ⿊⽊雅彦 (総)

東京都 150 公益財団法⼈東京都予防医学協会 ⼩野良樹 冨松久信 (総)・⾚井祐⼀  (総)・鈴⽊康元
吉⽥諭史 (総)・加藤久⼈ (総)・仲⾕弘明・
⻯崎仁美 (総)・川村紀夫 (総)・
⼤久保理恵 (総)

東京都 154
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

⼊⼝陽介 (総)・⼩⽥丈⼆(総)・
⼭⾥哲郎 (総)・冨野泰弘 (総)

 ⽔⾕勝 (総) 中河原浩史・中河原亜希⼦ (総)・細井董三

東京都 160 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 森⼭光彦 (総) 栗原⻯⼀・川村洋 (総) 松本直樹
東京都 203 やまだ内科クリニック ⼭⽥弘徳 (総) ⼭⽥昌⼦ (総)

神奈川県 39 公益財団法⼈神奈川県予防医学協会 中島進・⾼⽊精⼀ 下間順⼦
神奈川県 40 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構横浜中央病院 ⽯野順⼦ (総) 阿部政直 中河原浩史

指導施設⼀覧
（総）：総合認定医
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神奈川県 42 横浜市⽴市⺠病院 藤⽥由⾥⼦ (総) 下⼭友
神奈川県 165 ⼀般財団法⼈神奈川県労働衛⽣福祉協会 下⼭友 鈴⽊修
神奈川県 192 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 細川治 真⽥治⼈ (総)
神奈川県 202 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 ⻄⼭⻯ (総) ⼤久保理恵 (総)
神奈川県 205 松島病院⼤腸肛⾨病センター松島クリニック 鈴⽊康元 岡村陽⼦
茨城県 89 ⼀般財団法⼈霞ヶ浦成⼈病研究事業団 ⽣⽅英幸 伊藤進⼀
茨城県 159 ⼀般財団法⼈茨城県メディカルセンター 齋藤洋⼦ (総) 海⽼原次男  (総) 松本尚志 (総)・対⾺健祐

茨城県 164 公益財団法⼈茨城県総合健診協会
佐久間正祥 (総)・平井信⼆ (総)・藤枝邦昭・
菅野千秋・海⽼原次男 (総)

⽥沢潤⼀・富⽥慎⼆ (総)・川⻄宣裕 (総)・
太⽥代安律 (総)・対⾺健祐

栃⽊県 22 獨協医科⼤学病院 知花洋⼦ (総) ⽯川勉 (総)
栃⽊県 123 ⼀般社団法⼈佐野市医師会附属佐野医師会病院 ⾼⽥悦雄 (総)・難波美津雄
栃⽊県 214 医療法⼈北⽃会宇都宮病院健診センター 藤沼澄夫 (総) 宇賀神卓広 (総)
群⾺県 24 ⼀般社団法⼈太⽥市医師会 関⼝利和 江原浩司
群⾺県 27 ⼀般社団法⼈⾼崎市医師会 乾純和 ・⼩林⼆郎 松崎三千代
群⾺県 28 公益社団法⼈前橋市医師会 ⼩板橋毅・萩原廣明  (総) ⼭下由起⼦
群⾺県 187 公益財団法⼈群⾺県健康づくり財団 茂⽊⽂孝 (総) 関⼝利和・萩原廣明 (総) 河村修・⼭下由起⼦
埼⽟県 170 ⼀般社団法⼈⼤宮医師会 須⽥健夫 (総)・三吉博 蓮⾒直彦・鈴⽊孝典 (総)

埼⽟県 172
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構さいたま北部医療セ
ンター

渕上博司 中野真・⼩野寺⼤吾  (総) ⿑藤⼀美

千葉県 180 公益財団法⼈ちば県⺠保健予防財団総合健診センター 林學・⼭⼝和也 (総) ⻑浜隆司 (総)・中島寛隆  (総) 杉⼭園美・稲⽥⿇⾥
⼩林茂雄・三橋佳苗・瀬崎徳久・
佐藤恒信 (総)・⼭本栄篤 (総)・⼭本正⼆

千葉県 186 医療法⼈沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 ⻑浜隆司 (総) 外⼭雄三 (総)・宇賀治良平 (総) 光永裕⼦
千葉県 213 医療法⼈鉄蕉会⻲⽥総合病院 原澤尚登 村⽊洋介 (総)
⼭梨県 93 ⼭梨県厚⽣連健康管理センター 依⽥芳起 (総) 廣瀬雄⼀・⼤⾼雅彦 (総)・北橋敦⼦  (総)
⽯川県 121 ⼀般財団法⼈⽯川県予防医学協会 ⿂⾕知佳 ⼩⼭⽂誉 (総)
福井県 107 福井県⽴病院 服部昌和 (総) 宮永太⾨ (総)
福井県 108 社会福祉法⼈恩賜財団福井県済⽣会病院 宗本義則 (総) ⾼嶋吉浩・斎藤健⼀郎
福井県 175 公益財団法⼈福井県健康管理協会 松⽥⼀夫 (総)・⽥中正樹 (総)
福井県 188 医療法⼈厚⽣会福井厚⽣病院 浅⽥康⾏ (総) ⽊村成⾥
静岡県 161 医療法⼈社団綾和会浜松南病院 ⾦⼦榮藏 渡辺⽂利
静岡県 182 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団聖隷健康診断センター 吉川裕之 (総) 相⽥佳代 (総)・望⽉千博 (総)
静岡県 206 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団聖隷予防検診センター 北川哲司 (総) 佐藤惠 (総)
愛知県 96 藤⽥医科⼤学ばんたね病院 ⼩林隆 (総)・三好広尚 (総)・⿃井淑敬 (総) ⼭本智⽀ (総)・松浦弘尚
愛知県 97 豊橋市⺠病院 ⼤橋信治・内藤岳⼈ 松原浩 (総)
愛知県 100 名古屋鉄道保険組合名鉄病院消化器内科 ⻄尾雄司 ⽵⽥欽⼀

愛知県 101 医療法⼈⼭下病院
中澤三郎 ・服部昌志 (総)・杉⼭和久 (総)・
乾和郎 (総)

廣岡芳樹 川嶋啓揮

愛知県 179 愛知県がんセンター 丹⽻康正 (総) ⽥中努 (総)
愛知県 215 藤⽥医科⼤学病院 廣岡芳樹 川部直⼈ (総)
愛知県 216 国家公務員共済組合連合会名城病院 後藤秀実 ⽔⾕太郎 (総)
岐⾩県 104 岐⾩県厚⽣農業協同組合連合会東濃厚⽣病院 ⼭瀬裕彦 吉⽥正樹・⻑屋寿彦
岐⾩県 178 ⼤垣市⺠病院 曽根康博 熊⽥卓
岐⾩県 181 朝⽇⼤学病院 ⼩島孝雄 (総) ⼤洞昭博 (総)
岐⾩県 194 岐⾩⾚⼗字病院 後藤裕夫 (総）・⾼橋裕司  (総)
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三重県 166 医療法⼈尚豊会みたき健診クリニック 恒⽮保雄 (総) 岡⽥明⼦・⽊村光政 (総) 渡邉真也 (総)
滋賀県 43 滋賀医科⼤学医学部附属病院 中島滋美 (総) 吉川邦⽣
滋賀県 127 ⼀般財団法⼈滋賀保健研究センター 井村壽男 坂本⼒
京都府 45 京都府⽴医科⼤学 渡邊能⾏ (総)・阪上順⼀ (総) 保⽥宏明 (総)
京都府 134 医療法⼈啓信会京都きづ川病院 丸⼭恭平 前⽥利郎 (総)
京都府 173 京都第⼆⾚⼗字病院 ⼩林正夫 ⻄⼤路賢⼀・真⽥⾹澄 (総)
京都府 207 ⼀般財団法⼈京都予防医学センター 趙栄済 (総) ⼋城博⼦ (総)
京都府 217 市⽴福知⼭市⺠病院 阪上順⼀ (総) ⼩牧稔之 (総)
⼤阪府 46 ⼤阪医科⼤学 末吉公三 宇都宮啓太

⼤阪府 47
公益財団法⼈⼤阪府保健医療財団⼤阪がん循環器病予防
センター

河島輝明  (総)・⼭崎秀男 (総)・⽥中幸⼦ 園⼭明・岡野弥⾼

⼤阪府 155 ⼀般財団法⼈関⻄労働保健協会 奥野武彦 園⼭明

⼤阪府 167
宗教法⼈在⽇本南プレスビテリアンミッション淀川キリ
スト教病院

藤⽥剛 (総) 阿南隆洋 (総)・阿南会美 (総) 菅原淳 (総)

兵庫県 49 ⼀般社団法⼈姫路市医師会 綱島武彦・楢林勇

⽩枝親司・⻄川真司 (総)・安積宏明・
井野隆弘・⽯井洋治 (総)・上森久喜・
奥⼭誠 (総)・ 奥新浩晃 (総)・貴志⽂俊・
近藤晃司・須⼭諭・中村正基・⽔⽥年美・
美野正樹・⼤前健⼀・ ⼩笠貴司 ・
唐⼟善郎・花房純弘 (総)

兵庫県 50 公益財団法⼈兵庫県健康財団保健検診センター 伊藤⼀夫・杉村千恵 ⻄⽥道弘 吉⽥祥⼆・ 平⽥勇三 (総) ⾼原圭⼦・松尾導昌・⼭路滋
兵庫県 147 医療法⼈社団綱島会厚⽣病院 綱島武彦 徳光誠司
兵庫県 163 公益財団法⼈兵庫県予防医学協会 安⽥敏成 (総) ⽯⽥輝⼦・宮本武 ⽩坂今⽇⼦

奈良県 52 奈良県⽴医科⼤学附属病院
平井都始⼦(総)・伊藤⾼広 (総)・
⾚⽻たけみ (総)

奈良県 141 ⼀般財団法⼈奈良県健康づくり財団 ⼤⽯元 伊藤⾼広 (総)・⾚⽻たけみ (総) 福居健⼀ (総)
奈良県 162 奈良市総合医療検査センター 吉本正伸 松尾祥弘 (総)・伊藤⾼広 (総)
奈良県 189 社会医療法⼈平成記念病院 伊藤⾼広 (総) ⽩井康代
奈良県 210 医療法⼈新⽣会総合病院⾼の原中央病院 伊藤⾼広 (総) ⿑藤弥穂
⿃取県 143 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⼭陰労災病院 謝花典⼦ (総) 三浦邦彦 岸本幸廣
⿃取県 197 ⿃取⽣協病院 宮崎慎⼀ (総) 森⽥照美・⼤廻あゆみ (総))・ 野⽥裕之 (総)
岡⼭県 151 ⼀般財団法⼈淳⾵会淳⾵会健康管理センター 内⽥純⼀ ・井上和彦 (総)・間部克裕 (総) 春間賢 萱嶋英三
岡⼭県 168 川崎医科⼤学附属病院 春間賢 眞部紀明・楠裕明 (総)・松本啓志 (総)
岡⼭県 171 川崎医科⼤学総合医療センター 鎌⽥智有 (総) 春間賢 藤⽥穣・眞部紀明
岡⼭県 208 社会医療法⼈鴻仁会岡⼭中央病院 藤村宜憲 森⼭友章
広島県 54 広島⼤学病院 吉原正治 (総)・⽇⼭亨 (総) ⽥中信治・岡志郎・伊藤公訓 (総)
広島県 152 公益財団法⼈広島県地域保健医療推進機構 吉原正治 (総)・⽇⼭亨 (総) ⽥中信治・伊藤公訓 (総)

広島県 177
公益財団法⼈広島原爆障害対策協議会健康管理・増進セ
ンター

吉原正治 (総)・⽇⼭亨 (総) 前⽥亮 (総) 伊藤公訓 (総)

⼭⼝県 116 ⼀般財団法⼈防府消化器病センター 三浦修 (総) 南園義⼀・⼾⽥智博
徳島県 56 徳島⼤学病院 ⾼⼭哲治 (総)・曽我部正弘 (総) 伊東進 北村晋志 (総)

徳島県 57
公益財団法⼈とくしま未来健康づくり機構徳島県総合健
診センター

本⽥浩仁 (総)・⻘⽊利佳 (総) 鎌村真⼦・久保謙⼀郎 (総)・新居直⼈ (総)

⾹川県 196 国家公務員共済組合連合会⾼松病院 前⽥剛 (総) 安⽥貢 (総)



都道府県
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番号
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⾼知県 115 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼知病院 井上修志 (総) 国吉宣俊 (総)・植村信隆 (総)
⾼知県 142 公益財団法⼈⾼知県総合保健協会 ⻑⽥裕典 ⼤⿊隆司 (総)
福岡県 128 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 北川晋⼆・松浦隆志
福岡県 129 ⼀般社団法⼈飯塚医師会検診検査センター 武富弘⾏ ⾚星和也 (総)

福岡県 130 福岡地区胃集検読影研究会
北川晋⼆・平川克哉 (総)・川元健⼆・
上⽥真信・吉村理江 (総)・松浦隆志

吉⽥道夫・⼩林広幸 (総)・宇都宮尚 (総)・
原⽥直彦

福岡県 149 ⼀般社団法⼈福岡県社会保険医療協会社会保険⽥川病院 植⼭敏彦 (総) 前川隆⼀郎・相野⼀ (総) 宇都宮尚 (総)
福岡県 211 医療法⼈社団⾼邦会⾼⽊病院 ⽔⼝昌伸 (総) ⼤⼭隆・藤本⼀眞

福岡県 212
公益財団法⼈福岡県すこやか健康事業団福岡国際総合健
診センター

松浦隆志・北川晋⼆

熊本県 112 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会熊本病院 満崎克彦 (総) 吉⽥健⼀  (総)・⼯藤康⼀ (総)
熊本県 117 ⽇本⾚⼗字社熊本健康管理センター 川⼝哲 (総) ⼤⽵宏治 ⻄東⿓⼀ (総)・芹川習 (総)
熊本県 153 社会医療法⼈社団⾼野会⼤腸肛⾨病センター⾼野病院 野崎良⼀ (総) 守安真佐也 (総)
熊本県 190 公益財団法⼈熊本県総合保健センター ⼟⻲直俊 (総)・村上晴彦 (総)・村上友佳 (総)
宮崎県 135 公益社団法⼈宮崎市郡医師会病院健診センター 尾上耕治 北村亨・⼭⽥浩⼰ 宮崎貴浩・稲倉琢也

宮崎県 184 公益財団法⼈宮崎県健康づくり協会 ⼭⽥浩⼰・尾上耕治・北村亨・崎浜国治
⽊原康・稲倉琢也・湯池宏明 (総)・
宮崎貴浩・塩盛建⼆ (総)・桑原⼀郎 (総)

⿅児島県 63 ⿅児島厚⽣連病院健康管理センター 草野健 宮原広典 三重浩⼦ (総)・堀之内博⼈
⿅児島県 144 ⿅児島⼤学医学部附属病院 松元淳 (総) 堀之内博⼈
⿅児島県 185 公益社団法⼈⿅児島県消化器がん検診推進機構 草野健 松元淳 (総) 三重浩⼦ (総)
沖縄県 65 ⼀般財団法⼈沖縄県健康づくり財団 ⾦城福則・松本直之 (総) 半仁⽥慎⼀ (総)
沖縄県 201 ⼀般財団法⼈琉球⽣命済⽣会琉⽣病院 ⾦城渚 (総) ⽐嘉昌⽂ 前⽥企能


