
一般社団法人日本総合健診医学会
都道府県別　総合健診業務管理士認定者一覧
( 2023年3月8日 現在)

　認定者合計：98名
　※名簿には、掲載を希望されない認定者を除いて掲載しています。

＜北海道＞
北海道 1

＜東北＞
青森県 0
岩手県 0
宮城県 2
秋田県 0
山形県 0
福島県 0
合計 2

＜関東＞
茨城県 12
栃木県 0
群馬県 0
埼玉県 8
千葉県 2
東京都 19
神奈川県 13
合計 54

＜九州・沖縄＞ ＜四国＞ ＜関西＞ ＜中部＞
福岡県 4 徳島県 0 三重県 0 新潟県 0
佐賀県 0 香川県 2 滋賀県 1 富山県 1
長崎県 0 愛媛県 0 京都府 0 石川県 0
熊本県 0 高知県 0 大阪府 17 福井県 2
大分県 0 合計 2 兵庫県 0 山梨県 0
宮崎県 0 奈良県 0 長野県 1
鹿児島県 0 ＜中国＞ 和歌山県 0 岐阜県 1
沖縄県 0 鳥取県 0 合計 18 静岡県 7
合計 4 島根県 0 愛知県 1

岡山県 2 合計 13
広島県 2
山口県 0
合計 4



都道府県 認定番号 氏名 都道府県 認定番号 氏名 都道府県 認定番号 氏名

宮城県 83 林　悠 神奈川県 16 島田　由幸 岡山県 56 杦本　勉
宮城県 86 丹波　浩章 神奈川県 35 大野　潤一郎 岡山県 119 青井　智彦
茨城県 49 柏村　省二 神奈川県 44 佐藤　直樹 広島県 60 坂本　裕
茨城県 51 野口　雅敏 神奈川県 45 平尾　辰巳 広島県 116 亀山　広昭
茨城県 57 風野　和之 神奈川県 46 堀尾　和征 香川県 98 田淵　正晃
茨城県 64 大山　公一 神奈川県 70 白子　嘉威 香川県 128 藤原　裕司
茨城県 71 石井　篤司 神奈川県 76 石井　敏仁 福岡県 17 河野　紀代美
茨城県 99 尾崎　哲也 神奈川県 105 山本　絵美子 福岡県 101 廣瀬　真紀
茨城県 102 伊藤　正基 神奈川県 110 阿部　清史 福岡県 148 福田　泰洋
茨城県 112 大武　正樹 神奈川県 118 蒲谷　こずえ
茨城県 123 小林　亮太 神奈川県 140 成澤　勉
茨城県 129 福原　圭介 神奈川県 149 矢島　江里奈
茨城県 136 吉岡　裕子 福井県 53 藤井　理代
茨城県 146 宇佐美　昌枝 福井県 97 勝木　功
埼玉県 1 有田　信和 長野県 74 今村　千恵子
埼玉県 72 田嶋　俊彦 岐阜県 8 狭川　幸恵
埼玉県 81 黒岩　孔司 静岡県 36 稲見　洋子
埼玉県 120 熊谷　孝仁 静岡県 37 瀧澤　房子
埼玉県 131 濱野　涼 静岡県 73 小澤　隆之
埼玉県 159 野本　明仁 静岡県 103 山田　智子
千葉県 22 岡田　実 静岡県 107 佐藤　洋代
千葉県 127 西川　理恵 静岡県 108 服部　敦子
東京都 3 大木　勝則 静岡県 139 杉林　恵美
東京都 5 金原　典弘 愛知県 126 平松　悟
東京都 6 高橋　淳 滋賀県 14 青木　寿彦
東京都 77 西田　清明 大阪府 58 藤井　紀充
東京都 78 小谷　芳和 大阪府 59 矢谷　甲太
東京都 80 辻内　寿馬 大阪府 88 野口　嘉宏
東京都 82 鈴木　晴美 大阪府 114 池田　有紀
東京都 89 黒澤　知寿 大阪府 115 福本　幸子
東京都 117 川合　哲司 大阪府 130 茂林　宏明
東京都 134 橘　直美 大阪府 132 山口　理惠
東京都 137 渡部　眞 大阪府 133 田中　仁朗
東京都 138 長岡　勝美 大阪府 142 中村　克也
東京都 152 岡部　美枝 大阪府 143 土井　美代子
東京都 153 小柳　諒児 大阪府 145 岩井　道子
東京都 155 佐嶋　摩由子 大阪府 150 有賀　浩二
東京都 156 水垣　活也 大阪府 151 皆吉　正博
東京都 大阪府 154 畑山　陽子
東京都 大阪府 157 安井　真吾
東京都 大阪府
東京都 大阪府
東京都 大阪府
東京都 大阪府


	HP（業務管理士）

